
同志社大学体育会カヌー部５０周年実行委員会 式典委員会行動計画 作成日：

テーマ 課題 具体策 納期 責任者 メンバー ６末 ７中 ７下 ８中

式典草案 式典草案の作成 式典原案を作成することで今後のスケジュール・準備を検討 作成済み 中井 梅原

案内先選定 来賓者選定 同志社大学関係者の選定 中井 梅原

スポーツユニオン関係者の選定 ●

監督会関係者の選定

日本カヌー連盟関係者の選定 ●

関西カヌー協会関係者の選定 ●

他大学カヌー部関係者の選定

高校カヌー部関係者の選定

全日本・関西学生カヌー連盟関係者の選定

学生父兄の選定

功労表彰 功労表彰者選定 中井 梅原

式典内容 式典スケジュールの検討 式典内容・タイムスケジュールの決定 中井 梅原

役割分担の決定（当日） 司会者

受付・案内

式典準備

石山駅からの案内

艇庫案内

式典写真・動画撮影 スポーツアトム

出し物 応援団・指導部に依頼

チアリーディング部に依頼

吹奏楽部に依頼

役割分担の決定（準備） 記念品・表彰記念品・会場販売商品 中井 中川

会場との打ち合わせ 田中

記念誌作成 山野 湯浅

案内状作成

案内状発送・回収

参加者名簿作成

式典パンフレット 式次第の決定 式次第パンフレットの作成 中井 梅原

移動手段 石山駅から会場 ホテルからバスをチャーター？

会場から宿泊施設 宿泊施設からバスをチャーター

作成者：中井（8期） 2016年9月2日

7上 8上 8下 9上 9中 9下 10上 10中 10下 11上 11中 11下 12上 12中 12下 1上 1中 1下 2上 2中 2下 3上 3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下

1月

3月

4月

OB会案内 OBに案内・出席の呼びかけ

OB会長・幹事長・監督



同志社大学体育会カヌー部５０周年実行委員会 広報委員会行動計画 作成者：中川　善尋

テーマ 課題 具体策 納期 責任者 メンバー ６末 ７中 ７下 ８中

寄付金・終身会費の回収 未納者へのアプローチ 対策チームによる進行 宮村 ●

進捗管理 進捗会議 毎月 宮村 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

集客委員との連携 式典案内配布 田中 ●

（先ずは、メール配信）

現役父兄等への広報 式典参加費の選定 カヌー大会での式典案内配布 中川 ● ● ●

中川 鈴木次期主務 ●

招待客の誘致 カヌー大会での呼びかけ 中川 ● ● ● ● ● ● ●

カヌー関係‐河野先輩 →特に両先輩の協力必要

記念グッズ販売 品目の選定 中川 ●

（前回会議では、ネクタイ等候補） 鈴木次期主務

現役ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

・事前ｵｰﾀﾞｰ必需ｱｲﾃﾑ 中川 同上 ●

・その他のアイテム 中川 同上 ●

記念式典の大枠参加人数が必要 中川 同上 ●

記念品アイテムの選定

式典パンフレット 式典内容の詳細必要 中川 ●

作成日：2016年7月10日

7上 8上 8下 9上 9中 9下 10上 10中 10下 11上 11中 11下 12上 12中 12下 1上 1中 1下 2上 2中 2下 3上 3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下

4月末 梅林,中原,中川

梅林,中原,中川

OB・OG,現役への広報 7月末 友田,谷

集客,広報委員

9月末 集客,広報委員

メール,郵送等での案内 1月末

式典,集客委員との連携 11月初旬 河野,中井,古谷

集客,広報委員

同志社関係-中井先輩 ・8月8日〜12日　インターハイ

・8月11日〜14日　関西学生

・8月23日〜28日　インカレ

・9月8日〜12日　日本選手権

・10月7日〜10日　国体

・10月14日〜16日　関西選手権

・11月5日〜6日　長距離選手権

現段階では、Tｼｬﾂ,ﾎﾟﾛｼｬﾂ,ﾀｵﾙ 12月末 渡辺,木村主務

CRAFT社商品は、8月オーダー 8月中旬

→機能Tｼｬﾂ,ﾎﾟﾛｼｬﾂ （カラー,サイズ,全体必要枚数選定）

ｺｯﾄﾝTｼｬﾂ等は、1月末に注文予定 1月末

50周年記念品 数量,予算の問題 1月末

（候補は、ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ,ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ,ｸﾞﾗｽ）

式典,集客委員との連携 3月末 梅原,渡辺

カヌー,同志社関係等での広告協賛
テーマ、課題、具体策の項目は事由に変更していただいて構いません。
また、3項目という数にこだわることもありません。増減させていただいて結構です。ただし、具体的な
行動内容がわかるようにしてください。
納期以降については追加はOKですが削除は不可です。よろしくお願いします。



同志社大学体育会カヌー部５０周年実行委員会 集客委員会行動計画 作成者： 笠川　（１４期） 作成日： 2016.7.14

テーマ 課題 具体策 納期 責任者 メンバー ６末 ７中 ７下 ８中

周知活動 ５０周年事業と日程の周知 チラシの活用送付（電子媒体） ８月

８月 ●

人数把握と勧誘 参加の意思確認 総会案内時に実施 １０月 笠川 ●

キーマンの選定 学年ブロックの選定 ８月 笠川 集客委員 ●

学年ブロック毎での勧誘 笠川 学年委員 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

エリアでの交流 通年

7上 8上 8下 9上 9中 9下 10上 10中 10下 11上 11中 11下 12上 12中 12下 1上 1中 1下 2上 2中 2下 3上 3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下

郵送　（デジタル未対応の方）

2月

OB会外活動の活性化
プライベートへの浸透



同志社大学体育会カヌー部５０周年実行委員会 委員会行動計画 作成者：藤田　佳彦（１１期）
　【関東集客委員会】

テーマ 課題 具体策 納期 責任者 メンバー ６末 ７中 ７下 ８中

参加意思の把握 現状把握 学年委員へ確認依頼 2016/7/31 藤田 島田・木下 ●

学年委員から全員へ確認 2016/8/14 藤田 各学年委員 ●
学年委員からの報告・集計 2016/8/21 藤田 島田・木下 ●

中間把握 （中間）全員への参加確認 2016/12/31 藤田 島田・木下 ●
直前把握 （最終）全員への参加確認 2017/3/31 藤田 島田・木下 ●

具体的な集客策 意見収集・分析 アンケート（案）作成 2016/7/22 藤田 島田・木下 ●

アンケート（案）承認 2016/7/31 藤田 ●

意見収集・分析 2016/8/21 藤田 島田・木下 ●
検討 具体策の策定 2016/9/15 藤田 島田・木下・関西委員 ●

精査・承認 2016/9/30 藤田 幹事長・委員長・関西委員 ●
準備 ＜具体策確定後に検討＞

実施 ＜具体策確定後に検討＞

案内発信 案内文 （初回）案内原稿の作成
（中間）案内原稿の作成
（最終）案内原稿の作成

発信 （初回）案内発信
（中間）案内発信
（最終）案内発信

個別集客アプローチ 直接の喚起 多くのメンバーとの交流・参加打診 藤田 島田・木下 ● ● ● ●

作成日：2016年7月10日

7上 8上 8下 9上 9中 9下 10上 10中 10下 11上 11中 11下 12上 12中 12下 1上 1中 1下 2上 2中 2下 3上 3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下
全員への参加確認（学年委員を通して）
（参加意思アンケート送付）

幹事長・委員長
関西委員・広報委員

3か月に1度

広報委員会の役
割か？

・初回案内が出るタイミングで
　アンケートを同時送付がベスト
・アンケートが間に合わない場合
は
　追ってアンケート送付



同志社大学体育会カヌー部５０周年実行委員会 作成者： 作成日：

テーマ 課題 具体策 納期 責任者 メンバー ６末 ７中 ７下 ８中

原稿作成 原稿依頼 湯浅 ●

（テーマ：現役時代の思い出） 湯浅 各学年委員 ●

歴代の会長・幹事長・監督に原稿依頼 湯浅 ●

原稿提出締め切り前のフォロー 再度、提出を促すメール配信 湯浅

写真編集 現役当時の写真を収集 湯浅 各学年委員 ●

原稿執筆者の写真 原稿執筆者に写真を提出依頼 湯浅 原稿執筆者 ●

過去の戦績整理 戦績の収集 ユニオン・カヌー連盟などから収集 山野・篠宮 阪本・仲野 ●

戦績の整理・編集 収集した戦績の整理・編集 山野・篠宮 阪本・仲野 ●

制作会社選定 製本の見積り 山野 木下 ●

周年誌デザイン デザインの選定 デザインの編集打合せ 山野 湯浅・木下 ●

周年誌ラフ完成 編集作業 編集作業・ラフ案作成 山野 湯浅・木下 ●

製本 製本依頼 細部の修正して最終仕上げ 山野 湯浅・木下 ●

広告依頼

電子媒体の作成

50周年誌作成委員会行動計画

7上 8上 8下 9上 9中 9下 10上 10中 10下 11上 11中 11下 12上 12中 12下 1上 1中 1下 2上 2中 2下 3上 3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下

1期生から7期生までは全員原稿依頼 8月20日

（4月OB全員にメール配信） 8期以降は各学年1名（主将）原稿依頼 8月20日

8月20日

8月10日

OB全員に写真提供依頼 9月

9月

9月

10月

150万の予算に応じた見積り依頼 8月

10月

1月

2月
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