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1．会務報告
12 月～2 月にご報告頂きました OBOG 方の住所・勤務先変更は、来月に送付致します旗風の
名簿に記載致しましたので、ご参照願います。

2．現役近況報告
1）春合宿報告
予定通り 2 月 29 日から 5 日に春合宿を行い、大きな事故や怪我なく充実した合宿にする
ことができました。初日は雪に見舞われながらも来たる応援や新歓に向けてよいスタートを
切ることができました。OBOG の方々からは多大なるご支援をいただき、現役一同心より感
謝申し上げます。改めて応援部を支援して下さる方々の存在を強く実感致しました。
2）大学からの現物支給到着
本年度はホームカミングデーの謝礼金を含め、大学側より 15 万円相当の現物支給を受けて
おります。本年度はプリンター、インク、再生紙、ポンポン 2 種、太鼓の皮、観客指導用メ
ガホンを頼みました。既に到着しており、活動に使用しております。

3．今後の予定
1）旗風進捗状況
3 月中に完成し、4 月上旬に OBOG の方々へ送付する予定となっております。
OBOG の方々へ送付する折には、例年通り以下の書類を同封したいと考えております。
1.

OB 会費納入のお礼状（会費を頂いた方々へ）

2.

OB 会費納入の確認書（会費を頂いていない方々へ）

3.

商東戦のお知らせ
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2）商東戦について（4 月 28 日）
本年度も、新入生用に国立から戸田公園までのバスを出そうと考えており、現在ボート部
と交渉中でございます。レースの詳細は以下の通りです。
13：30

オープン女子シングルスカル

13：45

オープン女子ダブルスカル

14：00

オープン男子シングルスカル

14：15

オープン男子ダブルスカル

14：30

オープン男子舵手つきフォア

14：45

ジュニアエイト

15：00

対校女子舵手つきクォドルプル

15：15

対校男子シングルスカル

15：30

対校男子舵手つきフォア

15：45

対校男子エイト

16：00

閉会式

前説開始時刻は 12 時 15 分を予定しております。その後両校による応援合戦、校旗掲揚、
校歌・応援歌・エール交換を行った後に、第１レース開始となっております。
本年度もレース後にレセプションを戸田公園にあるもんじゃ焼き・お好み焼き屋「ごてん」
にて開催したいと考えております。時間や料金等の詳細につきましては、おって cheery とホ
ームページ掲示板にてお知らせ致します。また例年同様、既に入部した部員の自己紹介の場、
および新たに入部の意思をかためた新入生の入部宣言の場にすることを予定しております。
3） 三商について
3 月 6 日に神戸大学にて第一回応援団･応援部三商会議が行われました。今のところ 6 月
22 日（金）に三商開会式、23 日（土）に三商ステージ、24 日（日）に応援団応援部レセプ
ションを予定しています。しかし未だ日程に関しては最終決定には至っておりません。
4）夏合宿について
前回お知らせ致しましたとおり、2012 年度夏合宿は 8 月 14 日～19 日に実施致します。
詳細は以下のとおりです。
宿泊施設：サンホテル菅平
（長野県上田市菅平高原 1223-1950）
宿泊費：一泊一人 6615 円
練習用ホール利用料：一日 3150 円
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4．OB 会費納入状況
3 月 16 日現在、127 名の方から OB 会費をお支払い頂いております。訪問 28 名、銀行振込
99 名でございます。自動口座引き落としの方に関しましては（本年度 12 名がご利用）
、引き落
とし日が 4 月 27 日（金）となっております。

5.

新歓について
1）広報について
・T シャツについて
昨年に引き続き本年も新歓用の T シャツの作成を予定しております。体験会や商東戦に来た
新入生に配布致します。XS25 枚、S15 枚、M30 枚、L20 枚、XL10 枚 計 100 枚を 114.890
円（税込･概算）で予定しております。例年近所のお店に 18 万程でお願いしていたものを、今
回ネットを経由し岐阜のお店に依頼することでこの値段に抑えることができました。こちらに
関し御支援いただければ何より幸いです。何卒宜しくお願いいたします。
・立て看板について
積極的に応援部に接触することのない新入生にも、応援部の存在を広く知ってもらうことを
目的に本年は 2 枚作成する予定です。応援部の存在をアピールするものを東キャンパスに合格
手続き前に設置した他、応援部のイベント告知のものを西キャンパスに設置する予定です。
・応援部の魅力を伝える映像について
近年大規模な団体との合同新歓の場にて応援部が流せる映像を持っていなかったため、本年
はパワーポイントで新しくその作成に取りかかっています。新歓冊子を読む機会がない新入生
にも「見てわかる」をコンセプトに、応援部における「応援」
「ステージ」
「練習」
「オフ」以上
の活動を大まかに説明し、応援部への勧誘を試みています。またそれとは別に短い PV の作成
も試みています。
2）合格発表、入学手続き（3 月 10、14、15 日）
前期合格発表日、入学手続き日に新入生と合格記念写真を撮る新歓活動を行いました。写真
を撮る際に、新歓冊子「空高く」を使用して新入生に応援部について説明を致しました。8 日
には約 100 名の新入生、14 日には約 70 名、15 日には約 10 名、合計約 180 名の新入生の連絡
先を入手しました。15 日の人数が極端に少ないのは、前日の 14 日に殆どの新入生が来てしま
ったことが理由として考えられます。
本年も後期合格発表は初日のみ活動を予定しております。例年初日以外の 2 日にはほとんど
人がこないこと、またサークル紹介と日程がかぶってしまっていること等が挙げられます。
連絡先を入手した新入生には、今後の新歓イベントの告知をしたり、ご飯に誘ったりするこ
とを考えております。
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3）国立ツアー（3 月 9 日）
前期合格発表の次の日に、新入生に国立を紹介する国立ツアーというイベントを行いました。
新入生に応援部の雰囲気をつかんでもらい、親しみを持ってもらうことが目的です。来てくれ
た新入生は 5 名で、全員で国立をまわって紹介した後、つり舟にてランチを食べました。
4）小規模のごはんについて（3 月 13 日）
新入生に連絡を取り続けるためにも引き続き 13 日にご飯会を設けました。お昼に計 7 人、夕
食に 1 人の新入生がきてくれました。
5）レク大会について（3 月 16 日）
応援部の魅力を伝える新しい試みとして本年は新入生とのレク大会を企画しております。
6）部室焼き肉について（3 月 20 日）
以前来てくれた新入生および新規の新入生中心に部室にて焼き肉を企画しております。
「部員
と親密になれた、楽しかった」と昨年好評であったため、本年は早い段階にて一度機会を設け
ました。
7)第一回体育会女子会（3 月 26 日）
応援部主催のもと女子ラクロス部･男子ラクロス部･スキー部･ボート部･アメリカンフットボ
ール部･硬式野球部･硬式テニス部･フィールドホッケー部、各団体が新入生の女の子にイベント
の告知を行い来てもらう、というイベントです。新入生の友達作りの場および応援部の存在告
知の場としてとらえています。
8）サークル紹介（3 月 27、28 日）
両日ともに、東キャンパス構内でのデモンストレーションの申請をしております。本年も例
年同様一番集客力のある教室で行うことが決定されました。27 日にはサークル紹介終了後にア
メリカンフットボール部との合同新歓イベントを企画しております。また 28 日に関しては新
入生とのしゃぶしゃぶを企画しています。
9）練習体験会について（3 月 29 日）
サークル紹介で興味をもってくれた新入生に応援部を体験してもらう場としての体験会を企
画しています。またこの日は大学のイベントもないため、新入生があまり新歓にこないと思わ
れるため企画の魅力を上げるためにも練習体験会後に焼き肉を企画しております。

10）OB･OG パーティについて（4 月 15 日）
国立にあるイタリアンの「イル･フルット」にて 17 時より開催を予定しております。店内を
貸し切る予定で、人数によっては立食を検討しています。詳細はまた追って各個人の方に連絡
しようと思っています。
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6.

本年度予算（遠征関係費）について
三商に関しまして、神戸大学の応援団総部と吹奏楽団の関係が近年疎遠化したことに加え、
吹奏楽団の方の定期演奏会が７月上旬に行われることが判明しました。そのため当初予定して
いたように楽曲の演奏を依頼することが難しい状況となっております。また、近年の部員の減
少により、今年は自分たちで全ての楽器を演奏する人数を割くこともできないと判断したため、
今年は一橋大学津田塾大学吹奏楽団の方に演奏を依頼しようと思っています。最大で 5 名の方
に演奏していただきたく、
①車のレンタル費用（2 日）②高速道路料金代③往復のガソリン代④謝礼
に関して新たに支出がかさむと予想されるため、ご援助をお願いしたい所存でございます。
●経路：国立→府中ＩＣ→（中央自動車道）→大月ＪＣＴ→（中央自動車道）→小牧ＪＣＴ→
（東名高速道路）→小牧→（名神高速道路）→西宮→（阪神高速３号神戸線）→魚崎→六甲
●経費：110,670 円
①車のレンタル費用：22,050 円（トヨタレンタリースでウィッシュを２日間借りた場合）
②高速道路料金：28,600 円（上記下線部の往復分）

※「ドライブプラザ」調べ

③ガソリン代：10.020 円（往復距離 1081 ㎞、燃費 16 ㎞/L、ガソリン代 150 円/L の場合）※
ナビタイム調べ
④謝礼：50,000 円（10,000 円/人）
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