
日付：2015年6月27日（土）13：00～6月28日（日）13：00
 出席者（敬称略）：（事務局）伊藤、パン（関東）笠松、北川（中部）中村、津村（関西）真殿、洪（中四国）尾崎、小林（福岡）内田、三浦（大分）松野

項
番 分類 アジェンダ 内容 発案者 主な回答者 種別 議事録

1 0 イントロ

①RLMの進め方
②自己紹介
②校友会のビジョン
③議事担当者
④アジェンダをざっと確認

吉田 共有

2 aﾁｬﾌﾟﾀｰ チャプター間の情報共有 別紙参照
中四国・
福岡・関
西

全C 共有

3 aﾁｬﾌﾟﾀｰ チャプター総会 チャプター総会を実施するにあたり、ボードからどのようなサポートが
必要か（パッケージの作成等） 吉田 全C 相談

[Decided]
ボードから素材を提供するのみ、Howの部分は各チャプターに任せる。
但し最低限として「チャプターリーダーの専任決定時校友への意思確認を行う」ことを必ず総会に盛り込む。

4 aﾁｬﾌﾟﾀｰ RU RUとの関わり方 吉田 全C 意見交換

[Discussed]
・大分Ｃ:RUの大分校友会との関わりが強い。無理なく連携することが大事。
・関東Ｃ:RU校友会総会にメンバーに行かせている。別大学なので、価値を生み出すのは難しく感じる。
・関西Ｃ,中部Ｃ:声かけられることが少ない
・福岡Ｃ:４つの校友会から声かけられている状態
・熊本Ｃ:RU校友会に費用を持ってもらう部分が多かった。APUのことをブランチとして考えているように感じ
る。
・中四国Ｃ:今年合同総会の様子の見て、今後の方向性を定める。

[Decided]
APU校友会対RU校友会の大きな組織単位では、積極的に交流していない。しかし、チャプター単位で、中
四国、大分Ｃの事例もあり、よい関係を保つようにボードが支援する。

参加者の年代別の割合 他チャプターイベントの参加者のうちの年代別の割合を簡単に知
りたい。

若返りと先輩の継続的な参加のお願い
と呼びかけ

校友会の若返りを図っているか、また、新卒や先輩への参加の呼
びかけ方を知りたい。

6 aﾁｬﾌﾟﾀｰ 校友の情報管理 他チャプターがどのようにイベント集客時に校友管理しているか知り
たい 福岡 全C 相談

[Discussed]
・イベントごとに貯まった校友情報リストは有効利用されていない懸念がある。
リストをユニークして、各チャプターに共有するなど、有効利用すべき。
・イベント参加者毎回メアドを記入するのは面倒。変わったときのみ更新するというやり方ができないか。

[TODO]
卒業生リストの収集方法・有効活用方法について検討｛ボード、事務局｝

7 aﾁｬﾌﾟﾀｰ 空白地域に向けて

空白地域にいる校友にアプローチをしたい。
1）各都道府県に何名の校友がいるのか。
2）人数が多くチャプターの存在しないエリアへは重点的にアプ
ローチ。
3）チャプター設立よりライトなfacebookページの立ち上げなどを
支援。

関東 吉田 意見交換

[Discussed]
・空白地域の定義：校友ポテンシャル×地域ポテンシャル

[Decided]
・札幌・沖縄：ボードで検討。
・長崎：長崎熊本Ｃと福岡Ｃの代表で協力しながら実態を探る。
・広島：中四国校友会がブランチ立ち上げを検討中。

[TODO]
・ブランチのあり方についてDiscussion。{ボード}
・札幌・沖縄へのアプローチ方法を検討。｛ボード｝
・校友会HPのチャプター紹介に記載ミスがあり。
「九州チャプター」を「福岡チャプター」に修正｛事務局｝
http://www.alumni.apu.ac.jp/ja/networks/japan/

8 cﾎﾞｰﾄﾞ ボードチームについて ・ボードメンバーの紹介（各自のやりたいことなど）
・ボード内の役割、組織（職務分掌等） 中部 吉田 意見交換

[Decided]
チャプター数が増えるにつれ、今後チャプターを中心とした組織運営を行いたい。
来年のRLMからボードの関与度を下げ、地域ユニットごとに代表を決め、その代表がユニット内の取りまとめを
する。

[TODO]
・HPリニューアルの進捗確認｛事務局、ボード｝
・ボードMTG議事録の開示ルールの再確認(XXまでにHPにアップロードなど）{ボード}

9 cﾎﾞｰﾄﾞ ボードへの質問・リクエスト・提案等 ボードへの質問・リクエスト・提案等 中四国 吉田 意見交換 同上8番
10 e外部連携 立命館大学校友会との連携状況につい 各エリアの立命館大学校友会との連携状況について情報交換 関西、熊 全C 意見交換 同上4番

11 e外部連携 Loopsの年間計画 Loopsの年間計画の紹介 関西 吉田 共有 [Discussed]
・ルーパスの力を積極的に使ってもらいたい。要請する場合ボードを通す。

12 g予算 次年度以降のチャプター運営支援金制
度ついて

次年度以降のチャプター運営支援金について中部・関西・中四
国から、ボードへ提案

吉田、中
村 意見交換

[Decided]
海外での運用が難しいため、一旦保留。

[TODO]
・予算名目候補を取りまとめ、ボードに共有｛中村さん｝
・予算名目を緩和し、チャプター自由に使える予算の幅を広げる方向性で検討。｛吉田さん、岡田さん、中
村さんのPJチーム｝

13 g予算 補助が出る科目、出ない項目 補助の「出る」「出ない」を明確化して欲しい 熊本 岡田 確認 同上12番

14 kPR 校友会の紹介映像について 概要、内容等の説明＋打ち合わせ 関西 吉田 確認 [Decided]
吉村くんから連絡が行くのでチャプターが個別にやり取りをしてもらう

15 g予算 予算承認の場について 総会で予算承認を校友から得る形にしたほうが良いと思う 中部 吉田 意見交換

[Decided]
・予算執行状況は、HPにてクォーターごとに開示している。
・RLMの場で総会で発表した予算案に意見を提示する。修正ポイントがある場合、期中修正を行う。20周
年の時、予算案にCLの意見をもっと取り入れる工夫をしたい。

16 g予算 各チャプターの予算消化状況 各チャプターの実施イベント確認と消化予算額の確認 中部 事務局 共有

[Decided]
・プール金に関して、基本各チャプターに任せるが、推奨はしていない。
必ず通帳コピーかエクセルを使って事務局に年末報告する。
・定例会議時にランチ代が出る（1000円税込）
・ガソリン代・高速代に関して、電車・バスに換算（最寄駅から会場まで）

17 hRLM 昨年度のCLMからの変化 CLが集まるMTGの効果検証 吉田 全C 意見交換

[Discussed]
去年CLMのFB:
・CLMはメンバーのコミットが高まるきっかけとなった（人材育成の観点で）
・中部と関西の合同イベントに至った。
・人数が多いため、Discussionの効率が悪かった部分がある。

[TODO]
RLMの2名参加について、予算との兼ね合いで検討。現状予算の使い方が適切かどうか見直す｛ボード、岡
田さん｝

18 hRLM 次年度RLMについて

①時期と場所：６月下旬に札幌での開催
②次年度幹事チャプターの専任
③予算70万円で、あとは幹事チャプターを中心に設計（会議室
の手配、アジェンダ集約、懇親会等）
④参加人数（各チャプター1名or2名）
＊ボードからは、チャプターセクションがフォロー

吉田 意見交換

[Discussed]
・次年度RLMに関して、ユニット主導に移行していきたい。
来年は移行期間と考える。
・幹事チャプター立候補：関西Ｃ（＠大阪）・中部Ｃ（＠札幌）

[Decided]
・来年RLMの幹事チャプターは関西Cに決定
（理由：札幌はまだゼロベースでチャプターの立ち上げが難しい）
・開催時期：6-12月
・予算：80万円程度

19 kPR 卒業式での校友会のプレゼンス
効率よく毎年卒業していく学生を各チャプターに取り込むには卒業
式での工夫が必要だと思う。ブースを設けたり、もっと積極的に勧
誘を働きかけ認知をはかることが可能だと思う。

関東 意見交換

[TODO]
・就職活動イベントのあり方を検討｛ボード｝
・卒業パーティーの代わりに卒業式での施策を検討。
（2016.3でやる方向性で）｛笠松さん、亀谷さんが主導｝

※アイディア：
・県人会などイベントのお知らせ（新卒1000円補助制度を活動）
・相談ブース、写真ブース
・帽子投げの時間を活用（10分）
・冊子配り（FBリンクのQRコードとか）
・1週間後にメールでフォロー
※予算：運営費用30万円

20 pその他 校友DBの運用状況 去年2014年に大学主導で情報のアップデートを呼びかけていた
がその進捗を確認したい。 関東 事務局 相談

[Discussed]
・卒業生リストを事務局に依頼可能
・事務局にてデータベースの改修を検討中
入力フォームの精査、校友検索ページUIの改善など

[TODO]
・データの収集方法など、チャプターからの意見集約｛ボード広報Ｓ、笠松さん｝

21 pその他 大学からのお願い 大学発信の校友企画についてご協力のお願い 事務局 相談 [Discussed]
SGU施策の共有

22 mイベント（校友会全体）15週年・20周年イベント 適切な規模と場所での開催について意見交換を行う 中部 意見交換

[Decided]
実行委員会を作り、来年、再来年のRLMで討議。

追加[TODO]
今回の議事録を2週間以内に共有。｛ボード｝

23 pその他 2020年に向けて
2020年はAPU開学から20周年。また東京ではオリンピックが開
催され、またとない大きな転機です。ここで校友会して何か企画が
できないかと思い議論をしたいです。

関東 意見交換

[Discussed]
関東Ｃ:来たくても来れない人のケア、育児スペースを設けるなど。

[Decided]
校友会イベントはSafety netのような存在でよい。既に自分のCommunityを持ってれば、別に来なくてよ
い。あんまり世代を気にせず、イベントを開催し続けることが大事。

2015年RLM＠熊本　議事録

　　　　（熊本）亀谷、穴井、北原（ボード）吉田、岡田、コッカ

5 aﾁｬﾌﾟﾀｰ 福岡 全C 意見交換


