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H28.10.5 

 

西南学院大学ラグビー部ＯＢ会 平成２８年度第３回幹事会 議事録 

 

作成：古屋 

 

■日時   平成 28年 9月 28 日（水） 19:00～21:00 

 

■場所   西南コミュニティセンター 1F多目的室 （福岡市早良区西新 3丁目） 

 

■出席者 （敬称略）73期：長谷川 74期：渡辺 75 期：伊藤、77 期：前田 86 期：古屋 87期：太田 

 88期：下川 89 期：因幡 90期：堺 90 期：古田 94期：大曲 12期：石川  計 12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会費および強化費納入促進施策 

  ①現状の入金状況 【長谷川会計担当】 

   〔2016.9.23 時点の納入状況〕 

   ・年会費  170人（振込：123 人＋口座振替：47人）⇒ 85万円  ※予算：95万円（190 人） 

   ・強化費  115人（振込：79人＋口座振替：36 人）⇒ 66.3万円 ※予算：67.5万円（135 人） 

   ・特別寄付  34人 ⇒ 16.8万円 ※予算：20 万円（40 人） 

   ・90周年記念グッズ（春） ⇒ 10.3万円 ※予算：20 万円  ※秋の取り組みは別途 

   ・岩間先生寄付金 ⇒ 10万円 

  ②収支見込み【古屋副会長・幹事長】 

   〔収入見込み〕 計：3,032,144 円 ※現実績 

内訳） 1,884.482 円（2016.9.23時点の収入計）＋ 1,147,662円（繰越金） 

   〔支出見込み〕 計：2,063,790 円 

           内訳） Ⅰ. 現役強化：   1,605,240 円 

               Ⅱ．新入部員獲得：   53,400 円 

               Ⅲ．事務局運営：   298,238 円 

               Ⅳ．予備：      106,912 円 

   〔次期繰越金〕 計：968,354円 

   →支出項目に関し、未払いの部分についてわかっている分は、早々に払い出して欲しい。 

    サブコーチ交通費（9万円）は計画どおりの支出でよいか？ 

    リーグ戦の鹿児島遠征に伴う同行スタッフの交通費等を見込む必要がある。  

現役強化の各項目のうち清算予定（未払い分）があれば早々に確定してほしい。 【前田会長】 

   →現役が要望してきたビデオ撮影に伴う交通費については、一部ＯＢ側が同行することで低減する 

    ことが出来る。 【渡辺事務局長】 

   ⇒サブコーチ 3 人への振込を早々に実施すること了承 

⇒鹿児島遠征に伴う同行スタッフの交通費等は、遠征補助として費用負担とすることを了承 

⇒現役強化の各項目のうち発生しそうな内容等を確認し、必要により払い出しを行うことを了承 

⇒鹿児島等への公式戦ビデオ撮影の交通費は、遠征補助として費用負担することを了承 

なお、ＯＢが連れて行く場合も、ＯＢへ一部費用負担を行うことを了承  
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→残り３ヶ月、会費等未入金者に対し振込依頼を行うと同時に、2016 秋の 90周年記念グッズ販売

の再周知を行い収入増に向けて取り組みを強化する。 

また、現役強化として必要な費用は支出するが、それ以外はできるだけ費用低減に努め、収入を

上げて単年度の赤字解消まで目指し取り組むこととする。なお、Ｈ28決算見込みについて、次回

の幹事会にはさらに精度の高いものを提案する。     【古屋副会長・幹事長】 

  ③今後の取り組み 

ＨＰ掲載  現状（年会費・強化費の納入状況）について掲載し納入依頼を実施する。 

その他   学年代表等より昨年度入金者（今年度未入金者）を中心に入金勧誘を行う。 

    →01期～および 11 期～の学年のＯＢ会費等の入金状況をみると、将来が非常に不安である。 

すぐに解決できる問題ではないが、この課題について十分認識を共有し、今後何らかの対策を 

考える必要がある。                   【前田会長】 

    ⇒了承 

 

 (2)創部９０周年の取り組み  

   ①記念グッズ 【太田副会長】 

 2016春（第 1 弾）の取り組み結果  （ポロシャツ、パンツ） 

 ・現状の売上：103,482円  ※追加後、一部残あり 

 2016秋（第 2 弾）の取り組み結果  （ネックウォーマー） 

 ・現時点で 30枚申込みあり  

・残 70枚あり。そのうち 30 枚を現役応援者への販売予定とするため、福岡側で保管する。 

・40枚は太田副会長側で発送対応用に保管する。 

②実施内容等の提案 【古屋副会長・幹事長】 

・前回の幹事会で実施内容はほぼ決定したが、今回は実務者（担当者）を仮選定した。 

・スケジュールイメージ（別添資料）にそれを落とし込んだ。 

・記念式典関係が非常に重要となることから、主は渡辺事務局長にお願いするが、サブ担当として、 

 古田さん（90 期）、堺さん（90期）、黒木さん（93 期）に係ってもらいたい。 

・また、黒木さん（93 期）には 90周年の会計担当としてお願いしたいと考える。 

・90周年の会計については、別途管理する必要があることから、１冊通帳を準備することとしたい。 

・90周年収支案（別添資料）については、前回から一部加筆・修正した。 

・大概算的には、約 420万円の収入を目標とし、費用は約 270 万円、利益を約 150 万円と考える。 

・収入開始時は、今年度末のグッズ利益からとなるが、そのお金で 90周年用の通帳を作成したい。 

・来年度から寄付金を募集したい。そして、そのお金で同年度に記念品等の費用を支出したい。 

・よって、2017 年のＯＢ総会は 90周年の行事等の告知開始となるので、それまでに告知できる内容 

 を整理しなければならない。 

・会場は「西南学院百年館」としているが、実施日については、会場予約が 6ヶ月前からなので、 

当初案内は 1案（2018.4.28）および 2 案（2018.5.19）で提示することになる。 

・来年のＯＢ総会を期にＯＢ会ＨＰに 90周年記念行事等を掲載し、寄付金募集を開始する。 

 〔実施内容等〕  

  ・記念式典 ・・・講演会、式典、スライド撮影、表彰式、懇親会   

  ・記念誌作成 ・・・80 周年以降の 10年間分を作成 

  ・記念試合 ・・・ＯＢ戦（対福岡大学予定） ※現役試合は未定（調整次第） 

  ・記念グッズ ・・・ 2016春・秋 2017春・秋 2018 春 

  ・レプリカジャージ 

  ・旧公式ジャージ 
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    ⇒記念式典に関するサブ担当について了承    【古田事務局長補佐・堺幹事長補佐】 

⇒会計を別にするために通帳を別途作成することを了承 

→黒木さんには 90 周年の会計担当含め当方から依頼する。  

2017年ＯＢ総会には 90周年の実施内容について、一定の周知を行う必要があるので、臨時幹事 

会等必要により実施したい。  【古屋】 

⇒了承（全体内容） 

 

 【報告事項】 

(1)ジャージ更改 【前田会長】 

・26着「ジャージ＋パンツ＋ストッキング」作成し、最終的には予算内で収まった。 

実績）353,600円    予算）400,000円 

・セカンドジャージ作成については、ＯＢ会長名で西南同窓会あてに依頼文書を提出したが、学生課 

と協議すると言われた。本件は、現役側より西南同窓会へ文書にて申請を行うよう指導した。 

・現役の申請が漏れると費用負担の検討もされないので、また翌年の対応になる。 

   

 (2)現役壮行会 【古田事務局長補佐】 

    日時   2016年 8月 28日（日） 18：30～20：30 

    場所   天神テルラホール 福岡市中央区渡辺通 5 丁目 25-18 

    会費   5000円／人 

    参加者  計：60名（横尾部長、淵上ｺｰﾁ、ﾘｿﾞ＆ｽﾎﾟ：3名、現役・ﾏﾈ：36 名、OB・OG：19 名） 

   

 (3)高校対応 【渡辺事務局長】 

    9月末に、高校ラグビー部指導者あてに「入試要項」と文書をＯＢ会長名で送付 

    送付先：93校 

（福岡県：33、大分：8、長崎：19、熊本：9、鹿児島：10、佐賀：2、宮崎：11、山口：1） 

・入試要項は「700 円／冊」するが、学生課より無料提供頂いたもの 

  

２．現役活動について〔報告事項〕 【石川ディレクター】 

 (1)夏合宿と練習試合 

   ・6/18～19（ミニ合宿） VS 九大   ●西南大 19 – 29 九大  VS福大 ●西南大 15 – 43 福大 

   ・7/9 ～10（ミニ合宿） VS 九共大 ○西南大 40 – 31九共大 

・8/16～18（夏合宿） 

・8/26～28（夏合宿）  VS 熊大  ○西南大 26 – 14 熊大 

(2)シーズン状況 

・9/3   VS九共大      ●西南大 0－48 九共大 

・9/10   VS福工大      ●西南大 12－31福工大 

・9/17   VS日本文理大  ●西南大 12－51日本文理大 

・9/25   VS福大        ●西南大 12－48福大 

(3)今後の予定春シーズン試合結果  

・10/9   VS九大      春日公園球技場 15時 K.O 

・10/16   VS鹿大      鹿児島県サッカー・ラグビー場Ｂ 14時 K.O 

・10/23   VS熊大      西南学院田尻グランド 14時 K.O 

・11/5  順位決定戦   福大グランド 

・11/12  順位決定戦   未定 


