神奈川不惑クラブ

2018 年度

第 2 回役員会議

議事録

【日時】平成 30 年 7 月 29 日 12:00～13:25
【場所】保土ヶ谷公園 管理事務所 会議室 A
【出席者】
（以下、敬称略）
市橋、渡邉、和気、貝沼、遠藤、中村、伊藤雅、後藤、高橋、鳥谷部、河原、松野、植松、田島、山名、
飯島、久野峰、塩島、大郷、油井、地福、真壁
【議事】
１．神惑の役員体制
・運営会議での小椋会長からの申し出（ご家族の介護に専念するため、会長職を辞する）を、出席者で
共有した。
・2018 年度の役員任期残り期間は、市橋副会長が会長代行となることが、運営会議出席者（渡邉）より
提案された。出席者一同の拍手により承認された。
（以下、7 月 27 日開催の運営会議の議事録に沿って進行した）
２．サマーキャンプ（遠藤）
・方針（スローガン）は、
“エンジョイ・ザ・チャレンジ”
・2018 年度前半で明らかになった各色での課題を、色毎に克服していく。
・グランド集合 8:50、練習開始 9:00 を、色毎に周知していく。
・クラブハウスの改修は、県協会から申請している。
（例 女性利用を踏まえた更衣室・シャワー室の設
備）
３．神惑 40 周年イベント（貝沼）
①安全・ルール伝達講習会での特別講演企画（担当：安全）
・2019 年 7 月 28 日（日）開催予定。安全担当に企画要請中。
・場所は 1 月 1 日以降の予約となる。
・開催時間は、今年の 3 時間から、来年は 4 時間となる予定。
②記念対外試合
・運営会議：不惑（12 月 23 日）
、懇親会：大桟橋ホール（立食）の方向で調整
・
（参考）30 周年は東惑との定期戦、35 周年は房惑との定期戦を記念対外試合とした。
・今回は、2019 年 12 月末の不惑との定期戦を第 1 候補に進める。
・懇親会場所は、人数規模（～300 名を想定）と収容力、立地場所より、候補先をピックアップする。
・記念遠征を実施する案も出たが、RWC 観戦代と重なる金銭的負荷、メンバーの参加率も考慮して、保
土ヶ谷での定期戦を候補とした。
４．RWC 関連（市橋）
・2018 年も各種イベントに参加している、また参加していく予定。

・県内イベントでの告知活動は、交通費程度の支給もあるため、今後も協力してほしい。
①第 3 回 横浜西口街バル 8/16（木）～8/22（水）～横浜ラグビーを応援しよう！～
②秋季有料試合への観戦
9 月 22 日 ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ（ｻﾝﾄﾘｰ vs NEC）
：ニッパツ三ツ沢球技場 18：00 KO
10 月 27 日

ﾌﾞﾚﾃﾞｨｽﾛｰｶｯﾌﾟ（ﾜﾗﾋﾞｰｽﾞ vs ｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸｽ）
：日産スタジアム 15：00 KO

神奈川県協会から販売するｲﾝﾀｰﾁｹｯﾄの購入を推奨（販売時期を確認中）
③7 月 31 日 RWC2019 委員会開催予定
５．関東甲信越大会の準備（貝沼）
≪運営会議≫
・2020 年神奈川開催予定

（前回開催：2010 年 9 月 18 日～19 日）

①日程：2020 年 9/26～27 と 2020 年 10/3～4 を仮押さえ
②開催場所（前回同様）ＯＰ／保土ヶ谷 本戦／県体育センター（来春改修完予定）
※懇親会会場：横浜ベイホテル東急（①日程の両日を仮予約予定）
⇒来年の東日本大会時には案内可能としたい。
③大会準備委員会の立上
巴大会準備委員長を主体に、委員会立上（人選）のうえ役割を決める。定期的な委員会の開催。
≪役員会≫
・前回の幹事開催は、2010 年。今回は 2020 年。オリンピックが 9 月上旬まで開催。
・OP：保土ヶ谷、本戦：県体育センター（藤沢・善行）は、2010 年と同様。
・県体育センターは改修中であり、天然芝 G＋人工芝 G＋陸上競技場の 3 面となる。
・県体育センターの G 使用の調整は、2019 年 4 月以降となる。
・前回の幹事開催年は、特別会費として 5,000 円を徴収した。パンフ作成、市などの職員との調整、メ
ディカル体制などを整備していく。
６．他クラブの周年イベント（貝沼）
①不惑クラブ：6 月 23 日（土）

⇒渡邉副会長、貝沼主務、遠藤主将参加

②惑惑クラブ：9 月 9 日（日）16：30～大阪 ⇒お祝いを送る（1 万円）
③オール三菱９０周年記念パーティー ⇒神惑としては不参加（近隣の惑へも案内）
・惑惑クラブ 70 周年には、お祝い金贈呈にて合意した。

７．怪我・保険（貝沼）
・最近、けが人が多い状況になっている。（12 人／今年）※267 人（現会員）
※試合での怪我が大半。過密な試合日程も今後の調整課題である。
・ラグビー協会への見舞金申請方法について、出席者で共有した。協会への申請は、安全担当ではなく、
各個人で進めていく。

８．故鈴木 剛氏の神惑での偲ぶ会（貝沼）
・2018 年 6 月 16 日 ご逝去（歴代会長：第３代、第５代）
・8 月 26 日 サマーキャンプ打上時に黙祷を行う。
・ご家族や県協会とも相談の上、12 月の不惑戦試合前に神惑として偲ぶ会を行う予定。
９．会員候補者制度（和気）
・2018 年上半期に 3 人の候補者に加わって頂き、活動成果があったと考える。
・今後も引き続き、勧誘に努める。
１０．台湾無惑クラブ来征試合（市橋）
①来征交流会日時： 2018 年 10 月 6 日（土） 13:00～17:00 保土ヶ谷Ｇ
②来征人員：Over50 以上（紺、赤、黄の各色 20 名程度＋ご家族 総勢 70 名以上）
③交流戦スケジュール
12：30 集合
13：00 セレモニー（両会長挨拶、ペナント交換、県協会から要人、集合写真）
13：45 黄パン以上 KO

15 分Ｘ2 本 15：30 ＡＦ

14：30 赤パン KO

15 分Ｘ2 本 15：30 ＡＦ

15：15 紺パン KO

25 分Ｘ2 本 16：45 ＡＦ

③運営スタッフ（タッチジャッジ、スコア、ウォーター、ボールボーイ、メディカル）
白パン（同日、試合がありますが）よりサポート応援依頼（15 名程度）
④レフリー：県協会レフリー委員会より 3 名派遣依頼
⑤アフターマッチファンクション：２部制 場所／エコーナイン 会費／2,000 円
⇒台湾からも選手のみ、会費徴収する。
（2,000 円）
⑥その他
・宿泊先は、新横浜。保土ヶ谷へはチャーター大型バス２台＋マイクロで移動。翌日は不惑倶楽部と交
流戦を予定。
・記念品を準備する（ペナント等とピンバッチ＋神惑ボール）
・県協会に対して、海外チーム来日試合の申請を進める。
１１．ねんりんぴっく神奈川 2021（貝沼）
・試合は 60 歳以上の参加となるが、神惑全体でサポートしていく。
・2021 年神奈川大会では、ラグビー競技を実施する方向で調整中。
・2018 年の富山大会では、ラグビー競技を実施するが、神奈川（神惑）は参加しない。2019 年の和歌
山大会では、ラグビー競技はない。
→2020 年の岐阜大会（秋の開催）は参加を検討する。
・神奈川県も各市町と調整を進めているとの事。
（県協会三浦理事長の話）
・静岡県は今年の富山大会に参加予定である。選定方法等を楽惑さんより教えて頂き、県協会経由で県
担当部門に配信されている。
（政令都市の問題等）

１１．ポロシャツ
・売れ行きが好調である。
・在庫が少なくなってきたため、追加注文を進めたいとの提案があったが、現状のサイズ別残り数量を
確認・共有していくことを優先することで合意した。
以上

