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１．会務報告
4,5 月に OB・OG の方から連絡をいただいた住所、並びに現職変更は以下のようになっており
ます。
(個人情報のため削除いたしました。)

２．新歓報告
・新歓会計報告
添付の資料をご参照願います。
・新入部員報告
本年度はリーダー3 名、チア 3 名の計 6 名となっております。
以下新入部員の状況です。

リ
ー
ダ
ー
チ
ア

藤田

元気な様子。

藤野

同学年を引っ張ろうという意識があり、元気な様子。

山本

一時退部を考えるも、持ち直した様子。

荒井

元気な様子。

石村

元気な様子。

緒方

元気な様子。

・新歓方針
・合格発表の郵送化の影響が大きく、早い段階からの新入生との接触が難しくなりました。昨
年に退部者が多かったことを踏まえ、個人的な新歓の比重を大きくし、継続の意思を重々確認
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してから入部させました。
・51 代の兼井さんに効果的な新歓の方法をレクチャーしていただきました。より効果的な新入
生への話し方等を指導していただき、結果に生かすことができたと考えております。
・部員同士の意思疎通の重要性から積極的な情報共有を心掛けました。
・新入生との個別対応の飲食費等を昨年同様、新歓費から負担しました。部員の積極的な個別
新歓への参加を促すためです。また新歓イベントの飲食費も新歓費から出しました。
・新歓広報
ビラの配布回数・配布枚数の増加や、立て看板の告知形式の改良を行いました。また、昨年
に引き続きパワーポイントによる映像コンテンツを作成、上映いたしました。

３．新歓冊子「空高く」の会計報告
本年度からページを設けました植樹会の方からの集金が 4 月の半ばまで遅れたため、御報告が
遅くなりました。
収入

支出

前年度繰越金

303,740

「空高く」製作費

143,600

地域広告収入

153,000

残高

348,165

本年度繰越金

348,165

振橋会補助

15,000

植樹会補助

20,000

利息
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合計

491,765

収支は、上記のようになっております。本年度も新歓冊子の作成にプリントパックという会社
を利用致しました。その為、作成費を去年と同様に削減出来ております。
昨年度よりも更に地域広告収入は減少し、金額にして 11,800 円の減収となりました。広告掲載
を断られるというケースの他に、広告のサイズを縮小するというお店が複数見受けられました。
各店舗がより大きいサイズの広告を出しやすくするべく、広告のサイズと料金体系をもう一度見
直す必要があるかもしれません。
また本年度は植樹会の広報担当を務めていらっしゃる高場恭幸様より、植樹会の全面広告掲載
のご依頼をいただき、その補助として 2 万円いただきました。通常の全面広告の場合は 18,000
円ですが、先方の御好意で上記の金額をお預かりしました。

４．OB 会費納入状況
5 月 24 日現在 172 名の方々から OB 会費を納めていただいております。
未納の方々には、引き続き呼びかけを行っていくつもりでございます。
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５．後援金の申請について
学生支援課に尋ねたところ、現在準備中とのことでしたので、次回の幹事会でご報告させてい
ただきます。

６．現役部員活動報告
①旗風送付
4 月中旬に旗風を送付いたしました。宛名不明の為に送付出来ていない方には、引き続き住
所がわかり次第送付致します。
②如水会移動講座
4 月 21 日に京都で行われた移動講座、その後の懇親会に参加させていただきました。
③如水会新入生歓迎パーティ
4 月 25 日に如水会館にて新入生歓迎デモンストレーションを行いました。
④第 65 回商東戦
4 月 28 日に行われた商東戦では見事 5 連覇を成し遂げました。また、商東戦にむけて 22 日
には壮行会を行いました。
⑤新入生初練
5 月 8 日に、新入部員を迎えた 4 学年体制での初めての練習を行いました。
⑥ホームカミングデー
5 月 18 日のホームカミングデーにて、部活動紹介およびデモンストレーションを行いました。
本年は、兼松講堂前と東生協での計 2 回の出演となりました。
⑦ボート軽量級応援
5 月 19 日に第 35 回全日本軽量級選手権最終日の応援に行って参りました。この日は一年生
の初応援の場となりました。
⑧ボート商東戦の祝勝会
5 月 20 日に、如水会館で行われたボート商東戦の祝勝会に招待していただきました。
⑨体育会各部へのエール
日程的に応援に行けなかったハンドボール部、硬式野球部、ラフティング部ストローム会に
エールを送り、勝利を祈念しました。

７．今後の予定
１）三商
第 2 回三商会議が 5 月 6 日に行われました。次回の会議は 6 月 7 日を予定しております。
本年度の三商は大阪市立大学で、日程は以下のように正式決定致しました。
期間 ・・・6 月 21 日（金）～23 日（日）
開会式・・・6 月 21 日（金）12:30～13:00 場所：新体育館
演舞会・・・6 月 22 日（土）14:40～16:10 場所：田中記念館
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２）ソフトボール大会・新入部員歓迎パーティ
本年も新入部員歓迎パーティの前にソフトボール大会を行う予定です。場所は大学のフィー
ルドホッケー場、時間は例年同様 12 時～14 時を予定しております。道具や飲み物等は現役部
員側で準備させていただきます。詳細が決まり次第、cheery や facebook 等で告知致します。

８．学ラン、制服、チアのコスチュームについて
【学ラン】
１．部で保有しているもの（以下敬称略）
石田 壮介

（平成 14 年卒）
：裏地の損傷が激しい

岸本 渉

（平成 15 年卒）
：村山が着用 現在修繕中

後山 幸介

（平成 17 年卒）

長谷川 幸大 （平成 17 年卒）
鹿子島 俊

（平成 18 年卒）

兼井 博章

（平成 19 年卒）
：裏地の損傷が激しい

金ヶ江 哲平 （平成 19 年卒）
網屋 雅弘

（平成 20 年卒）
：藤田が着用中

植木 亮允

（平成 20 年卒）
：長野が着用中

大石 拓馬

（平成 20 年卒）

加藤 大輔

（平成 20 年卒）
：結婚式での着用のため現在一時的に加藤さんが保有

深迫 祥太

（平成 20 年卒）
：一時的に村山が着用中

藤井 啓太

（平成 21 年卒）

藤本 拓

（平成 21 年卒）
：藤野が着用中

井上 耕一

（平成 23 年卒）
：山本が着用中

吉川 和樹

（平成 24 年卒）
：ズボンを修繕中

計 16 着（内 5 着使用中、残り 11 着）
２．個人貸与のもの（以下敬称略）
久保山 忠博 （平成 23 年卒）
：炭田が保有
武藤 亮太

（平成 23 年卒）
：原田が保有

安永 勇太郎 （平成 24 年卒）
：竹田が保有、着用中
３．保管状態
部が保有している学ランはハンガーにかけ、埃が被らないようにカバーをかけた上で部室の
ラックに保管しております。部員が使用している学ランに関しては定期的にクリーニングに出
させ、破損が著しい場合には代わりの学ランを一時的に貸し出し仕立屋に修繕に出すようにし
ております。クリーニング代は各自負担、修繕費に関しましては部で保管しているものは財務
が負担し、個人貸与のものは各自負担となっております。
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４．修繕状況
また財務支出の修繕状況は以下のようになっております。
日付

お名前（敬称略）

修繕箇所

費用

3 月 28 日

井上 耕一

裏地全面

¥30,000

3 月 29 日

藤井 啓太

袖・裏地一部

¥6,000

【チアの制服、コスチューム】
(1) 状態
別紙に記載しております。
(2) 保管状況・規則
現在はロッカー内に防虫剤・防湿剤をおいて保管しております。しかし、汚れが十分に落
とされていない、またはほつれ・破れなどが直されていない状態で部に返却されるなど、個
人・部全体での管理が杜撰である問題があげられます。従来の規則の確認、また意識向上と
ともに、新たに以下のような規則を設け、今後制服・コスチュームの耐久性を上げていきた
い所存でございます。
規則 ①部での保管に関して
制服・チアのコスチュームの管理責任者が年に一度メンテナンスをし、必要であればク
リーニング又は修繕に出す。
規則 ②個人による保管に関して
1.在部中の保管に関しては従来の規則を徹底させるに加え、年に一度制服・チアのコス
チュームの管理責任者により点検を行う。
2.卒部時の制服・チアのコスチュームの返却の際、必ずクリーニング・修繕を済ませて
から返却する。
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