
関西大学基礎スキー同好会

OBOG メールマガジン第 1 号（2015 年冬）

こんにちは、関西大学基礎スキー同好会 OBOG 会事務局です。

初号を発行させて頂くに当たり、少々緊張しておりますが、

お楽しみ頂ければ幸いです。

それでは、早速ですが、今回お伝えする内容は以下の通りとなります。
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１．OBOG 会新幹部のメンバー紹介

まずは、新幹部のメンバー紹介をさせてください。

先日執り行われた関西大学基礎スキー同好会

OBOG 総会ならびに 35 周年記念式典に

ご出席された方はご存じだと思いますが、

ご欠席された方もいらっしゃいますので、

改めて紹介させて頂きます。



会長  白井圭祐（15 期）

副会長 木村哲也（16 期）

会計  古沢康宏（16 期）

総務  當内
とううち

佑季（28 期）

会計監査 前会長 田邊晃敏（12 期）

新幹部は、このようなメンバーになっております。

名前を見て顔を思い出して頂ける近しい先輩や後輩もいらっしゃれば、

そうでない先輩や後輩もいらっしゃると思います。

例え世代は離れていたとしても、同じ“関基礎魂”を持った

仲間だと思っておりますので、これから我々4 人で力を合わせて、

関基礎の末永い発展のために尽力していきたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

また今後のメールマガジンで、

それぞれから自己紹介をさせて頂こうと思いますが、

今号は簡単なご紹介だけにさせて頂きます。

２．OBOG 会新幹部の活動予定

新幹部では、今後 5 年間の活動予定として、

以下の活動を計画しております。

最大の活動目的は、OBOG 会の繋がりを強め、

現役生の良き後援者となることによって、

関基礎が未来永劫発展し続けていくことだと認識しております。



その為に、精一杯の活動をしていきますので、

どうぞ宜しくお願いします。

●学年幹事会の実施（年１回）

各学年幹事さまにお集まり頂いて、年間の活動報告や、

OBOG 会の取り組みに関するディスカッションや懇親会を実施予定です。

●現役幹部とのコミュニケーションの継続（年数回）

現役幹部と OBOG 会幹部との交流、意思疎通を継続して、

現役生の活動内容の把握やサポート体制の充実などを図る予定です。

●スポーツ障害への予防的アプローチ（新規・適宜）

新しい活動として、障害予防の視点からの情報提供や運動指導等を行い、

現役生の質の高い活動維持への支援を実施予定です。

●公式 HP の維持更新（随時）

OBOG 会公式 HPの充実を図りながら、OBOG 会メンバーの繋がりを強化して、

現役生をバックアップできる基盤を整えていきます。

公式 HP： http://blog.kankisonet.coolblog.jp/

●メールマガジンによる情報発信（新規・年 4 回程度）

更なる情報発信の強化として新たにメールマガジンの発行を開始します。

主に、OBOG 会の活動予定や活動報告、現役生の活動予定や

活動報告を中心に発信していきます。

以上が、今後 5 年間の活動予定となっております。

ご不明な点やご意見ご要望などございましたら、

いつでもお気軽にお問合せ頂ければ幸いです。

３．メールマガジンの発行について



前述のメールマガジンによる情報発信に関して、

少し捕捉させてください。

恐らくこのメールマガジンが、今後、OBOG の皆さまと繋がる

最も有効な媒体になってくると思います。

本号が第 1 号となりますが、一方的なメール配信に終わることなく、

常にインタラクティブなコミュニケーション手段として

考えておりますので、ご意見ご感想ご要望などございましたら、

いつでもお気軽にご連絡頂ければ幸いです。

お問合せ先メールアドレス： info@kankiso.net

また、このメールマガジンは、過去に OBOG 会に

メールアドレスをご登録くださった方に配信しております。

メールアドレスを登録されていない方、

メールアドレスが変更になった方にはお届けできておりません。

このメールマガジンの発行によるコミュニケーションの充実に

ご賛同頂けるすべての OBOG さまにご登録頂きたいと思っておりますので、

連絡がとれる OBOG メンバー様で未登録の方がいらっしゃいましたら、

ぜひ、ご登録頂けますようお伝え頂ければ有り難いです。

ご登録方法は簡単です。

以下の URL にアクセス頂いて、

メールマガジンを受け取りたいメールアドレスをご登録頂くだけです。

▼OBOG メルマガ登録フォーム

https://39auto.biz/karapattar/touroku/kankiso_obog.htm

また、メール配信の不要な方やメールアドレスを変更したい場合は、

メールマガジン本文の最下部より配信解除・変更が可能です。



その他、メールマガジンの発行に関してご不明な点がございましたら、

いつでも私たちまでご連絡頂ければ、随時ご対応致します。

それでは、どうぞ宜しくお願いします。

４．ハガキの送付について

先日、関基礎 OBOG 事務局より 1 枚のハガキが届いたかと思います。

もし、ハガキが届いていないという方がいらっしゃいましたら、

OBOG 会にご住所が正しく登録されていない可能性がありますので、

私たちまでご連絡ください。

ハガキの内容は、ご覧頂いた通り 9 月 27 日に執り行われた

OBOG 総会ならびに 35 周年記念式典の際に撮影された全体写真と

新幹部のご紹介、そして、当日会場で販売された現役生とお揃いの

スウェットのご紹介、OBOG 会費納入のご案内でした。

スウェットに関しては、公式 HP の 2015.11.12 Thursday の記事に

写真が掲載されていますので、ぜひ、一度ご覧ください。

公式 HP： http://blog.kankisonet.coolblog.jp/

こちらは、1 着 5,000 円（サイズ：S・M・L・XL）で販売されています。

ご購入頂くことで現役生へのカンパになりますので、

ぜひ、ご協力をお願い致します。

とても履き心地が良いですので、軽い運動の際や部屋着としても大活躍です。

そして何よりも、「Kansai Univ. Demo Ski Team」というプリント文字が

現役当時を思い出させ、活力を与えてくれます。



ご注文が殺到した大好評のスウエットですので、

販売が終了してしまう前に、ぜひ、お求めください！

ご希望の場合は、お気軽に私たちまでご連絡ください。

ご注文・お問合せ： info@kankiso.net

尚、送付させて頂きましたハガキは、

旧幹部の皆さまのお力添えがあってのことでした。

この場を借りて、旧幹部の皆さまへ改めて御礼を申し上げます。

＜旧幹部＞

会長  田邊晃敏さん（12 期）

副会長 梅田亘康さん（13 期）

総務 木下亜希子さん（14 期）

会計  平岡直樹さん（16 期）

会計監査 前々会長 森本嘉規さん（13 期）

5 年間お疲れ様でした。ありがとうございました。

５．現役生の合宿＆大会予定

それでは、ここからは肝心な現役生の活動について

お知らせしたいと思います。

今年もいよいよスキーシーズン到来ということで、

まずは、現役生の合宿予定と関デモ大会のスケジュールをご案内します。

12 月合宿

日時 12/25～12/28 朝

場所 野沢温泉スキー場



宿 御宿 池分

住所 〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村横楽 9797

電話 026-254-3806

2 月合宿

日時 2/17～2/21 朝

場所 戸隠スキー場

宿 LODGE ぴこ

住所 〒381-9221 長野県長野市戸隠 3507-80

電話 026-254-3806

団体戦合宿

日時 2/22～2/24 朝

場所 白馬乗鞍スキー場

宿 若栗ロッジ

住所 〒399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙 5512-1

電話 0216-802-2562

大会合宿

日時 3/3～3/11

場所 戸隠スキー場

宿 シャレー戸隠

住所 〒381-4101 長野県長野市戸隠 3507-10

電話 026-254-2099

関デモ大会

日程 大会スケジュール

3 月 7 日(月) 新人戦

3 月 8 日(火) 個人戦

3 月 9 日（水） 個人戦

3 月 10 日（木） 団体戦

上記が現役生の今シーズンの活動予定となっております。



本当に間もなく、待ちに待ったスキーシーズンが始まります。

こうして現役生のスケジュールを見ると、

当時のワクワク・ドキドキ感が蘇ってきますね。

合宿地の近くや関デモ大会へ行かれる際は、

ぜひ、現役生を応援してあげてください。

６．現役生が直面している問題

ここでは今現役生が直面している問題について、

率直にお伝えしたいと思います。

まず、先日の OBOG 総会の際に主将の小黒さんから発表があったように、

活動拠点となるボックスがないという問題がありました。

こちらに関しては、去る 11 月 8 日に OBOG 会新幹部と

現主将・次期主将・次期副主将で第 1 回目のミーティングを行った際に、

問題点の具体的なヒアリングとアドバイスをさせて頂きました。

具体的な問題点としては、

・ボックスを借りるのに保証人が必要

・ボックスの契約者の問題

・ボックスとして使用できる物件がない

などが挙げられました。

基本的には、現役生が主体となって問題解決に動いてもらいましたが、

結果としては、無事に物件を契約することができ、

なんと早々に関基礎のボックスを復活させることができました！

これは、私たち OBOG としてもとても嬉しいことです。

OBOG の少しばかりの社会経験に基づくアドバイスと、



現役生の迅速な行動力の結果が実り、

早速、1 つ目の大きな問題を解決することが出来ました。

現役生も大変喜んでおり、今後の関基礎の維持発展に

大きく影響を及ぼすことになると思います。

契約したボックスは以下の通りです。

●関基礎ボックス

〒565-0842
大阪府吹田市千里山東１丁目 19-27
松村文化 2 号棟

シーズン前には引っ越しもすべて完了している事と思います。

尚、保証人の問題には、新幹部の當内佑季さん（28 期）が

引き受けて下さいました。

我々、新幹部で支えていきたいと思います。

次に、現役生が直面している問題点としまして、

逼迫している経済状況があります。

具体的には、

☑部員が少ないことから絶対額も少なく、

ひとたび滞納者が発生すると経済的ダメージが大きい。

☑近年は技術強化のために合宿に講師を招聘しているが、

その費用も負担が大きい。

などが挙げられています。

こちらに関しては、まず、現役生が努力して改善すべき点を

しっかり把握して、改善してもらいたいと思います。



具体的には、未回収になっている部費の徴収や、

部員を増やすことなど、同好会の良好な運営の基盤づくりを

していく必要があると思います。

こちらもまずは、現役生主体で問題解決に

取り組んでもらいたいと考えています。

そして、次に、私たち OBOG 会がバックアップできることは

出来る限りしてあげたいと思っております。

私たち OBOG 会に出来ること…

これに関しては、次で詳しくお話したいと思います。

７．OBOG 会費について

祈念すべき初号の最後が会費のお話になってしまいますが、

とても重要な事ですので、率直にお伝えしたいと思います。

現状の関基礎の運営状況ですが、なんとかボックスを契約し

保証金や家賃などを支払い終えたようですが、

経済的には非常に逼迫しているようで、

一時は、OBOG 会に対して金銭的な立替の依頼があったほどです。

結果的には、なんとか部費を徴収し、

OBOG 会の援助なしにボックスを契約し、

今後、ギリギリの状況で運営を行っていくとのことです。

現在、OBOG 会からは、現役生に対する補助金としまして

毎年 5 万円が支給されています。

私たちは、直接的な支援としまして、

この補助金を増額したいと考えております。



もちろん、現役生のしっかりとした部費の徴収や

部員を増やすなどの根本的な改善など、

現役生主体の運営改善努力があっての上でのお話です。

そしてさらに、OBOG 会からも同好会の運営アドバイスや

さまざまな根本的な解決に向けた施策を実施した上でのお話です。

それでもなお、運営状況が厳しい場合には、

金銭面に関する直接的な支援も行っていきたいと考えております。

万が一、現役生が満足のいく活動を続けられなくなり、

関基礎の存続が危ぶまれた時、それは、現役生だけではなく

私たち OBOG 会にとっても非常に悲しいことです。

私たちは、関基礎を卒業し、今は OBOG という立場ですが、

心のどこかに関基礎が拠り所として存在していると思います。

そんな大切な場所がなくなってしまうことのないよう、

また、これから関基礎に入ってくる後輩たちにとっても、

我々と同じような変わりのない大切な場所であり続けられるように、

ぜひ、ご協力をお願い致します。

【OBOG 会費納入のお願い】

OBOG 会費はこの会の活動の基盤です。

また、関基礎の末永い発展をサポートする基盤です。

OBOG 総会に参加された方にはお支払い頂いております。

未納の方は何卒ご協力をお願いします。

なお、本号と行き違いでご納入済みの場合には、ご容赦下さいませ。

会費：   年間 1,000 円×5 年分＝5,000 円
振込先： りそな銀行 大手支店（店番号 121）普通預金 2193216
口座名義： 関西大学基礎スキー同好会 OBOG 会

（ｶﾝｻｲﾀﾞｲｶﾞｸｷｿｽｷｰﾄﾞｳｺｳｶｲｵｰﾋﾞｰｵｰｼﾞｰｶｲ）



※ 振込時にはお名前と期を入力願います。

例：10）カンダイタロウ

それでは、記念すべき関基礎 OBOG メルマガ第 1 号は以上となります。

OBOG 会の活動内容や現役生の現状など、

少しでも皆さんに知って頂けたならとても嬉しく思います。

また、関基礎から遠ざかっていた OBOG の皆さまに、

現役当時や今も私たちが繋がっているということを

改めて思い出して頂けたのであれば幸いです。

引き続き、関基礎の末永い持続と発展のために、

新幹部一同、精一杯頑張らせて頂きますので、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

それでは、今号はこの辺で終わります。

ぜひ、次号を楽しみにしていて下さいね！

それでは、ベタですが、最後に…

カイザー関大！

シー ハイル シー ハイル シー ハイル ハイル♪

追伸１

2015 年 11 月 24 日放送の「ガイアの夜明け」に

“町工場を継ぐ！若き挑戦者たち”というタイトルで

関基礎 16 期の櫻井宏充さんが出演しました。



番組は前半と後半に分かれていますが、

後半はほぼ櫻井さんが主役として出演しています。

インターネットで、

「ガイアの夜明け 町工場 動画」

などと検索すると、いくつかのサイトで

放送された番組を無料で視聴できます。

後継者不足に悩まされる“鉄の町 九条”で、

日本の伝統技術を受け継いでいこうとする櫻井さんたちの挑戦を

取材したドキュメンタリー番組です。

非常に興味深いお話ですので、ご興味があればご覧ください。

追伸 2

メルマガで案内して欲しいことがあればご連絡ください。

関基礎の OBOG が社会に出て活躍している姿、

挑戦している姿は、みんなの刺激になると思いますし、

現役生のお手本にもなると思います。

また、冠婚葬祭や懇親会や各種イベントの情報など、

皆さんで楽しめる情報があれば、是非ご連絡ください。

今後のメールマガジンでは、

そんな内容もお届けしていきたいと思います。

追伸 3

最後までお読み頂きましてありがとうございました。



本号に対してご感想やご意見など、

どしどしお寄せ頂ければ嬉しく思います。

常に、インタラクティブなコミュニケーションを

目指しておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

それでは、最後になりましたが、改めまして、

OBOG 会費のご協力をどうかよろしくお願い申し上げます m(__)m

また、現役生とお揃いのスウェットのご注文もお待ちしております。

大切な私たちの拠り所“関基礎”が、

これからもずっと存在し続けられるよう、

そして、後輩たちにも同じような素晴らしい場所を提供し続けられるように、

皆さまのご協力をお願い致します。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

それでは、次号は 2016 年 4 月頃を予定しておりますので、

どうか楽しみにお待ち頂ければ幸いです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆関西大学基礎スキー同好会

OBOG 会幹部

会長  白井圭祐（15 期）

副会長 木村哲也（16 期）

会計  古沢康宏（16 期）

庶務  當内佑季（28 期）

公式 HP：
http://blog.kankisonet.coolblog.jp/

お問合せ先メールアドレス：

info@kankiso.net



※ご意見ご感想ご要望など、

いつでもお気軽にお問い合わせください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


