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H30.4.23 

 

西南学院大学ラグビー部ＯＢ会 平成３０年度第２回幹事会 議事録 

 

作成：古屋 

 

■日時   平成 30年 4月 20日（金） 19:00～20:50 

 

■場所   西南学院百年館（松緑館） 2F会議室 2 （福岡市早良区西新 3丁目） 

 

■出席者 （敬称略）73期：衣笠 74期：渡辺 75期：伊藤 77期：前田 79期：田中 85期：中村  

86期：石橋・古屋 89期：因幡・平井 90期：堺・古田 92期：末岡 93期：江田・黒木  

94期：大曲 計 16名 

 

■内容 

１．ＯＢ会の諸課題及び活動に関する事項 

【審議事項】 

(1) ＯＢ会費等の納入状況と今後の取り組み 【黒木会計担当】 

  ①現状の入金状況  4月 16日現在    

    年会費：41名   205,000円（進捗率 22.8％） ※予算   900,000円（180名）  

    強化費：30名   165,000円（進捗率 22.0％） ※予算   750,000円（150名） 

  ②今後の取り組み 

   ・年会費等の口座振替日は 5月末である。90周年記念事業の特別寄付金もあるが、昨年の現時点 

より若干遅れているので、今後の進捗状況を注視して取り組み強化を図ることとしたい。 

   ⇒了承 

 

 (2)創部９０周年記念事業の取り組み 【古屋副会長兼幹事長】 

   ①参加者等状況の確認と取り組み 

   〔2018年 4月 20日現在〕 

    ⅰ）ＯＢの参加状況 

・ＯＢ戦  → 試合参加：20名、観戦者：19名、未定：1名 

      ・講演会  → 参加：54名、未定：5名 

      ・記念式典 → 参加：86名、未定：1名 

    ⅱ）来賓者 

      ・講演会  → 参加：5名 

      ・記念式典 → 参加：10名 

    → ＯＢ戦の試合参加は 30名ほどが望ましいので、観戦者からの誘導を願いたい。 

    → 講演会は現役含めて 100名弱の聴講者が見込まれるが、最低でも 150～160名までとなるよう 

      ラグビー関係者への動員を計画したい。ラグビースクール指導者等々、、 

    → 記念式典はＯＢ参加を 100名目指したい。また、外部招待先について返信状況を確認し、対応

のこととしたい。 

    ⇒ 了承 

    → また、個別の提案となるが、故田嶋兄弟（83期：義之さん、84期：義巳さん）のお母様に式典

等へ声をかけたい。田嶋兄弟お母様の 1人の参加は難しいので、85期：加藤さんのお母様に一
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緒の参加を相談したい。参加費は負担する。参加資格として問題ないと思うがいかがだろうか？ 

    → 前項同様に、73期の故本田さんの御姉様ご夫妻にも声をかけたい。今回の９０周年記念式典等

の開催にあたって、寄付金をお預かりしている。対象者になり得るのではないか？ 

    ⇒ 参加対象として了承 

   ②特別寄付金の進捗状況の確認と取り組み 

   〔2018年 4月 16日現在〕 

・納入状況 → 171万円（計 102名） ※目標値：200万円（進捗率：85.5％） 

→ 残り 1ヶ月の取り組みとなる。目標額に近づけるよう各幹事の個別依頼にて取り組みたい。 

    ⇒ 了承 

   ③実施予定項目の進捗状況の確認と取り組み ・・・ 担当者の任命・作業等確認 

ⅰ）ＯＢ戦 

 ◇開始時間：13時キックオフ  ※現役試合はなし（福大現役は遠征中） 

◇会場：西南学院大学田尻グリーンフィールド 

 ◇統括責任者：渡辺事務局長 

 ｱ）対戦相手  福岡大学ラグビー部ＯＢチーム 

 ｲ）試合形式  15分×3本（予定） 

 ｳ）レフリー  徳永様（鳥栖工業ラグビー部監督） 

 ｴ）受付（集合）現地 11時 30分  担当：渡辺事務局長（出欠確認） 

 ｵ）準備品  

   ・ジャージ確認       担当：古屋副会長   ※相手方含め確認 

   ・レフリー謝礼       担当：黒木会計担当 

   ・テント（内・外）     担当：渡辺事務局長  ※学生確認 

   ・保険加入         担当：渡辺事務局長 

   ・救急箱          担当：渡辺事務局長  ※学生確認 

   ・氷、水          担当：渡辺事務局長  ※学生確認 

   ・更衣室、シャワー室確保  担当：渡辺事務局長 

   ・弁当、茶         担当：古屋副会長   ※茶は福大ＯＢ分も手配 

 ｶ）会場対応 

   ・会場案内         担当：渡辺事務局長  ※学生手配 

   ・駐車場対応（確保・誘導） 担当：渡辺事務局長  ※学生手配 

 ｷ）写真班（撮影）        担当：渡辺事務局長  ※学生手配（1～2名） 

 ｸ）その他 

   ・西南ＯＢチーム監督：寺下副会長 

   ・移動バス（西南バス）   10:30 西新発   15:00 田尻発 

ⅱ）記念講演会 

◇開始時間  16：30 ～ ※約 1時間 15分 

◇会場：西南コミュニティーセンターホール 

 ◇統括責任者：古田事務局長補佐 

 ◇司会：古田事務局長補佐 

 ｱ）講師      二ノ丸 友幸氏 

 ｲ）テーマ     『強い組織になるために不可欠なものとは？』 

 ｳ）準備品 

   ・スライド対応（ＰＣ等）  担当：前田会長    ※マギスタジオ松本さん依頼 

   ・横断幕（印刷）      担当：江田幹事    ※古屋サイズ・文面指示 

（6～10名） 
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   ・講師表示（印刷）     担当：江田幹事    ※古屋サイズ指示 

   ・来賓リボン        担当：渡辺事務局長  ※簡易版了承 

   ・案内版          担当：古屋副会長  

   ・水            担当：古屋副会長   ※卓上花・おしぼりは不要 

   ・参加者名簿        担当：渡辺事務局長 

 ｴ）会場対応 

   ・受付           担当：渡辺事務局長  ※学生手配 

   ・会場案内         担当：渡辺事務局長  ※学生手配 

   ・質疑等マイク       担当：渡辺事務局長  ※学生手配 

 ｵ）講師対応 

   ・交通手配（飛行機）    担当：太田前副会長 

   ・宿泊先手配        担当：古屋副会長 

   ・謝礼準備         担当：黒木会計担当 

   ・手土産、記念品      担当：古屋副会長 

   ・アテンド（お迎え等）   担当：太田副会長 

 ｶ）写真班（撮影）        担当：渡辺事務局長  ※学生手配（1～2名） 

ⅲ）記念式典 

◇開始時間  18：30 ～  ※約 2時間 

◇会場：西南クロスプラザ レセプションホール 

 ◇統括責任者：古屋副会長兼幹事長 

 ◇司会：太田前副会長 

 ｱ）式次第 ・・・ 別紙１ 

   1 開宴         司会 

   2 開会の辞       ９０周年実行委員長（衣笠顧問） 

   3 校歌斉唱       グリークラブ   ※黒木会計担当より依頼（4～5名） 

   4 物故者への黙祷    司会 

   5 ＯＢ会 会長挨拶   ＯＢ会長（前田会長） 

   6 来賓祝辞       西南学院大学、ラグビー協会、西南学院同窓会 

   7 乾杯         54期：岡本先輩（予定）  

                懇談 → 祝電披露 → スライド上映 

   8 功労者表彰      ＯＢ会長（前田会長） ※対象者 6名予定 

   9 部歌斉唱       現役主将：田上裕介（19期） 

   10 閉会の辞       ＯＢ会事務局長（渡辺事務局長） 

 ｲ）会場イメージ ・・・ 別紙２ 

 ｳ）記念品          担当：古屋副会長 

   ・トートバック（200枚）・・・配布予定：参加ＯＢ、西南関係者 【納品済】 

   ・デザインニモカ（300枚）・・配布予定：来賓、寄付先、参加ＯＢ、寄付ＯＢ【注文済】 

 ｴ）功労者表彰 

   ・対象者  計 6名予定 

  51期：坂本 譲様（故人）、51期：吉田 喜剛様（故人）、65期：長野 輝夫様 

69期：薄 善行様、前部長：岩間 徹様、前ヘッドコーチ：淵上 宗志様 

       ・準備品  ラガードール  担当：大曲会計補佐 【注文済】 

             花束      担当：古田事務局長補佐 

             感謝状     担当：古屋副会長 

（6～10名） 
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       ・アテンド         担当：前田会長 

     ｵ）記念グッズ販売 

       ・旧公式ジャージ （残：18枚） 販売担当：大曲会計補佐、江田幹事 

       ・ネックウォーマー（残：34枚） 販売担当：大曲会計補佐、江田幹事 

       ・スポーツタオル （残：25枚） 販売担当：大曲会計補佐、江田幹事 

     ｶ）スライド上映 

       ・８０周年記念誌抜粋    担当：前田会長、松本様（マギスタジオ） 

       ・１０年のあゆみ      担当：前田会長、松本様（マギスタジオ） 

     ｷ）準備品 

   ・パソコン等        担当：前田会長、松本様（マギスタジオ） 

   ・ＢＧＭ          担当：前田会長 

   ・式次第（印刷）      担当：江田幹事    ※古屋サイズ指示 

   ・横断幕（印刷）      担当：江田幹事    ※古屋サイズ・文面指示 

   ・受付名簿         担当：渡辺事務局長 

   ・領収証          担当：黒木会計担当 

   ・来賓リボン        担当：渡辺事務局長  ※簡易版了承 

   ・名札           担当：渡辺事務局長 

   ・案内版          担当：古屋副会長 

   ・１０年のあゆみ（印刷）  担当：前田会長 

   ・参加者（来賓・ＯＢ）名簿 担当：渡辺事務局長 

   ・タクシーチケット（来賓用）担当：堺幹事長補佐 

 ｹ）会場対応 

   ・受付（会費等徴収含む）  担当：黒木会計担当） ※学生手配 

   ・会場案内（外・内）    担当：渡辺事務局長  ※学生手配 

   ・質疑等マイク       担当：渡辺事務局長  ※学生手配 

     ｺ）来賓対応 

       ・アテンド         担当：前田会長、渡辺事務局長、太田前副会長 

     ｻ）写真班（撮影）        担当：渡辺事務局長  ※学生手配（1～2名） 

ⅳ）事業計画（案） ※「収支計画案 vol.16」 

ｱ）収入計画 今回（4/20）：3,521,284円 ← 前回（1/25）：3,846,784円 ▲325,500円 

     ｲ）支出計画 今回（4/20）：2,069,421円 ← 前回（1/25）：2,316,000円 ▲246,579円 

     ｳ）利益   今回（4/20）：1,451,863円 ← 前回（1/25）：1,530,784円 ▲ 78,921円 

→ 収入計画・・・ＯＢ寄付金の目標額にあと少し。一方で外部寄付・祝金は半分程度の見込み 

     → 支出計画・・・懇親会、講演会、通信費、交通費を減額見直し。記念品はほぼ確定値 

     → 利益・・・150万円の利益確保を目指してきたが、何とか維持したい。 

    ⇒ 了承 

 

(3)その他 

   ①岡田ＨＣとの面談 

    ⅰ）指導強化（指導日の増） 

・コカコーラ指導との兼務となるが、コカコーラからも西南の指導に関し了解を得ている。 

・週 2日（水・土）の指導を行う。 

・シーズンの西南公式戦をコカコーラに優先すること伝達 

→ 指導の稼働も増えて、交通費支給について増額検討する必要あり 

（6～10名） 



5 
 

→ アドバイザー用の 10万円を補完したい。 

⇒ 了承 

ⅱ）現役の体力増強施策 

・練習後のおにぎり提供の要望  ※田尻グランドでの炊出し禁止 

・おにぎり購入に係る費用概算をマネージャーに提出依頼  

＊概算週 2食×4週×5ヶ月×30人×100円＝120,000円 

      → 全体予算で転用できるのであれば構わない。 

      → 現役強化費の現役補助金で対応予定 

      ⇒ 了承 

    ⅲ）ＯＢのグランド派遣 

      ・2月から指導補助していた寺下強化委員が転勤となった。 

・若いＯＢの田中コーチ、石川ディレクターも仕事の都合でグランド通いが厳しい状況 

・適当な人材のコーチ配置を希望されるも現状として厳しい。 ※検討継続の課題 

・当面はグランド指導とはいかないにしても、ＯＢがグランドへの顔出しをお願いしたい。 

⇒ 了承 

   ②ＬＭＧノートの活用提案 

・Life Motivation Graph noteというものがある。大学生協にも置かれる予定。 

・自分自身で毎日の振り返りを行うノートであり、就職活動にも役立つものと考える。 

・１冊５４０円だが、ＯＢ会で購入して現役に提供する方法もあるが、本質的には学生の意思 

 が重要となってくる。 

→ 先ずは学生のやる気が重要とあれば、講師より現役に対し講演してもらってから、意思確 

  認を行ってみてはどうか？ 

⇒ 了解 

 

【報告事項】 

(1)今年度のＯＢ会活動の確認   【古屋副会長兼幹事長】 

   ⇒ 資料準備できず、改めて次回幹事会にて確認とする。 

 

２．現役活動について  

 (1)新入部員状況 〔確定者〕  

①部員：6名       

德永くん（筑紫丘） 廣瀬くん（西南学院） 近藤くん  久保山くん（筑紫） 

大和くん（香住丘） 待鳥くん（大分舞鶴） 

②マネージャー：1名  宮山さん 

 

(2)当面のスケジュール（予定）   

 4/14～15  木元杯 九州セブンズ参加  ＠八代 

 4/22    帆柱クラブ  ＠田尻Ｇ 

 4/28    福大との練習・ゲーム ＠福大Ｇ 

 5/3～4   ミニ合宿  ＠田尻Ｇ 

 6/9     春季交流戦  ＠未定 

 6/23    福岡工業大学 

 6/30～7/2  インカレ  ＠佐賀 

 8/10～12  合宿    ＠田尻Ｇ 


