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人工芝練習場設置に付経過報告及びお願いの件 

 

向春の候 会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、人工芝練習場設置につきましては、昨年理事会内にプロジェクトチーム（PT）を任命、昨年 7 月

の総会におきまして調査・推進を行なっていく旨の報告を行ない、賛同を頂戴致しました。 

 

その後、大学側との諸交渉の結果、職員用既存テニスコートの使用につきましては不可となりましたの

で、人工芝練習場設置を大学にお願い致しましたところ、国からの運営資金も年々減額されてきている現

状の中で、大学費用での設置は出来ないとのことでした。 

近年では、硬式テニスの人工芝張替（OB 寄付）、アメリカンフットボールグランド人工芝 1 面（企業寄

付）、等々実質寄付で以て整備されています。数年前までは武道場、弓道場等寄付＋若干の大学費用負担

の事例もあったようですが、現在はその余裕はないのが実情のようです。 

 

先月臨時理事会を開き、PT の調査・交渉経緯を踏まえて検討、学生達の現状を考えて設置を推進すべき

という結論に至りました。本来総会を開き、趣旨説明を再度行い、ご賛同を得た上での行動をすべきでは

ありますが、創部 90 周年（2019 年）の記念事業として会員皆様にも盛り上げて頂きたいと存じ、時間

も限られていることから少しでも早く行動に移したく、本状にてお願い致す次第でございます。 

 

つきましては、別紙にて会員の皆様のご意向・ご意見を賜り、その結果を本プロジェクト推進可否の総意

と致したいと存じますので 2 月末までにご回報賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

また、神戸大学フィールドホッケー部のホームページを更改し（新 URL ： http://kobe-univ-

hockey.jimdo.com/）、六甲台ホッケークラブ欄も設置、その中に「OB/OG 通信欄」もございますので、

ご利用賜れば幸甚でございます。（まだ改善中でもありますので、「このようにして欲しい、した方が良

い」等のご意見がございましたら宜しくお願い致します）。 

敬具 

＜添付資料＞ 

1. 人工芝練習場設置に関する意見・アンケート票（ご記入の上、同封の返信用封筒でご返送お願い致します。） 

2. 人工芝練習場設置概要 

3. 関西リーグ参加大学の練習場状況 

4. 人工芝の種類 

5. 住所不詳の OB/OG の方々の連絡に付ご協力ご依頼の件 

6. 神戸大学フィールドホッケー部のホームページ更改について  



＜添付資料 1.＞ 

人工芝練習場設置に関する意見・アンケート票 
 

ご芳名          （    年卒） 

 

（番号に○をお付け下さい。3.1.に○をお付けの方は数字も記入して下さい。） 

 

1. 人工芝練習場設置可否 

 

 

1.可     2.否     3.分からない 

 

2. 設置に対して寄付をして頂けますか? 

(1.の回答に拘わらず、寄付は年会費とは別) 

 

1.する    2.しない   3.わからない 

 

3. 【2.で 1.に○をつけた方のみ】 

1 口 10,000 円の寄付(複数口歓迎)を年毎に何口し

て頂ける可能性がお有りでしょうか？ 

（寄付は 2016～2019 年の 4 年間募集の計画） 

[寄付控除の対象あり, 詳細は下記参照] 

 

 

1.   口／年   年間  

年 2016 2017 2018 2019

目標     

(神戸大学基金登録時, 年度目標が必要なため) 

2. 分からない 

 

 

4. インターネットメールによる通信手段の可否？ 

(通信費の節約に向けてメール or HP 通信欄利用)

[個人情報の機密保護厳守/利用範囲は本会のみ] 

 

1. 賛成 

(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：                             )

2. 否(従来通り郵送希望) 

 

 

5. 自由意見 

（人工芝設置に限らずご意見をお願い致します。）

 

 

 

 

＜寄付控除手続きについて＞ 

・寄付は会費同様六甲台ホッケークラブ宛の振り込みとします。（郵便振替を使い寄付・会費を同時振り込みの場合も区別できるよう

に調整致します） 

・寄付募集期間は現在のところ会費同様毎年総会後（振込用紙発送）から 9 月中をめどとしています。 

・10 月早々に振り込んで頂いた方々のご芳名・ご住所・ご寄付金額等をリストにして、神戸大学基金に六甲台ホッケークラブとして当該

年合計寄付金額で寄付を致しますが、寄付控除用の領収書は、神戸大学基金から上記リストに基づいて各個人様宛に直接送付さ

れます。 

・翌年 2 月の確定申告時に同領収書を添付して申告すれば所定の税金が還付されます（各個人様の所得税納税額により還付額は

違ってきます）。 

以上



＜添付資料 2＞ 

人工芝練習場設置概要 
 

1. 設置場所 

(1) 六甲台グランド（第 1 希望） 

(2) 発達科学部グランド（第 2 希望） 

(3) 鶴甲ハンドボールグランド（第 3 希望） 

 

2. 面積 

1,800 ㎡（＝60ｍ×30m）（ホッケーグランドの 1/4 強） 

 

3. 人工芝の種類 

サンドベース（サンドベース人工芝テニスコートと同じ。甲南、関学が同様。） 

 

4. 要資 

約 25 百万円 

（日本ホッケー協会人工芝指定業者連絡協議会メンバーから 3 社の概算見積徴求、2 社がほぼ同額） 

 

5. 資金調達方法 

六甲台ホッケークラブ会員からの寄付を募り神戸大学基金へ寄付。（工事発注は大学） 

 

6. プロジェクト期間 

2016 年～2019 年（4 年間）。 

（2019 年が神戸大学フィールドホッケー部の創部 90 周年） 

以上 

  



＜添付資料 3.＞ 

関西リーグ参加大学の練習場状況 
 

 
 

 

＜添付資料 4.＞ 

人工芝の種類 
 

 

 

  

大学名 ホッケー場 人工芝種類 専用/共用 備考

ウォーターベース人工芝 専用
サンドベース人工芝 専用

立命館大学 茨木ホリーズスタジアム ウォーターベース人工芝 専用
自校の人工芝グラウンド 専用
岐阜グリーンスタジアム ウォーターベース人工芝 共用

関西学院大学 三田人工芝グラウンド サンドベース人工芝 共用
自校の人工芝グラウンド ロングパイル人工芝 専用
伊吹ホッケー場 ウォーターベース人工芝 共用

福井工業大学 県立ホッケー場 ウォーターベース人工芝 共用
関西大学 自校の人工芝グラウンド ロングパイル人工芝 専用
甲南大学 六甲アイランドホッケー場 サンドベース人工芝 専用

自校の人工芝グラウンド ロングパイル人工芝 専用
岐阜グリーンスタジアム ウォーターベース人工芝 共用

京都大学 自校の1/4人工芝グラウンド ウォーターベース人工芝 専用
大阪大学 自校の人工芝グラウンド ロングパイル人工芝 専用
同志社大学 未保有 専用ホッケー場保有

神戸大学 未保有
和歌山大学 未保有
大阪市立大学 未保有
摂南大学 未保有
大阪体育大学 未保有

中京大学

１部

２部

親里ホッケー場天理大学

朝日大学

聖泉大学

入替戦
常連校

№ 人工芝の種類 特徴 備考

1
ロングパイル
人工芝

・パイルを従来のものより長くしてその間に充填剤を表面上には見えない程度に詰める。
　充填材を多層構造にするものもある。
　クッション性に優れており天然芝に近い性質を持つが、施工に手間がかかる分、価格が高い。
・メンテナンスは充填材のコンディション維持に手間が掛かる一方, 初期性能を維持しやすいメリットもある。
　充填材がある為, 巻き取ることは不可能、充填材の重量があるので収納することはできない。
・サッカー・ラグビー場で多用されている。アメリカンフットボールや野球場でも利用されている。

・聖泉大学
・関西大学

2
ウォーターベース
タイプ人工芝

・JHA（日本ホッケー協会）基準を満たすグローバル規格対応品
・表面温度上昇を抑えるクールヤーンを採用
・プロフェッショナル向けウォーターベース人工芝
  -  高い耐久性と優れたプレー性を提供するウォーターベースタイプのプロフェッショナル向け人工芝。
  -  柔らかなポリエチレンパイルがボールの直進性・スピード感を高めます。

・天理大学
・立命館大学
・京都大学
　(1/4コート)

3
ゴムチップベース
タイプ人工芝

・日本ホッケー協会(JHA)の人工芝基準に基づいた多目的人工芝。
・特殊加工によりカールさせた芝葉を使用してプレーヤーへの安全性に配慮
　　(足元が滑りにくい, ボールの転がりが安定する, 砂の飛散を抑える)
・下地には低反発緩衝層を採用し、プレーヤーの足への負担を軽減します。

4
サンドベース
人工芝

・ショートパイル並みの長さのパイルに珪砂を充填したもの。
・屋外用に透水性を高めたコンクリート（アスファルト）, 基布, アンダーパットが使用されたものがあり、
　特に透水性人工芝と呼称される。なお下には砕石や排水管なども埋め込まれる。
・テニスコートや、フィールドホッケー場などに使用される。

・天理大学
・関西学院大学
・甲南大学



 ＜添付資料 5.＞ 

 

住所不詳の OB/OG の方々の連絡に付ご協力ご依頼の件 
 

現在六甲台ホッケークラブ事務局が把握している会員数は４３５名ですが、ご住所不詳等の為ご案内が

出来ていない方々が、６０名（除く物故者等３５名）いらっしゃいます。 

これまでも適宜個別にお聞きしておりますが、今一度、再調査を致したいと存じます。 

 

つきましては、その会員の方々のご芳名、卒業年次を記した一覧表を添付致しますので、ご存知の方

は、六甲台ホッケークラブ理事長 山出 祐司 迄お知らせ下さい（連絡先下記）。 

 

なお、個人情報の観点から、必ずご本人のご了解を得て頂いた上で、或いはご本人から直接ご連絡賜り

ますようご高配の程宜しくお願い申し上げます。 

 

＜連絡先＞ 

〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町 5-9-34-904 

六甲台ホッケークラブ 山出 祐司 (やまで ゆうじ) mail: yama3.yamade@nifty.com 

 

 
 

以上 

 

卒業 氏名 卒業 氏名

Ｓ２５ 若林 忠士 Ｈ１ 井上 圭介 管波 俊宏 古瀬 潤子（旧姓三木）

Ｓ２６ 角谷  博 Ｈ２ 有川 敬一郎 清水 宏子 東海 みどり

Ｓ２７ 古家後  襄 Ｈ４ 清家 紀子 吉川 知行

Ｓ２９ 高木 靖雄 Ｈ５ 平野 智久

Ｓ３０ 深井 喜一郎 Ｈ６ 小嶋 潤 小池 朋広

Ｓ３２ 小林 允 眞鍋 敬 Ｈ８ 吉田 衣里 福島 悦子 宇治 陽子（旧姓田中）

Ｓ４２ 新川 邦生 Ｈ９ 岡本 麗子

Ｓ４３ 土井 章敬 Ｈ１２ 渡邉 俊輔

S４５ 渡辺 武憲 Ｈ１４ 中村 有里（旧姓北村）

S５１ 西田 素之 H１６ 中村 健 平松 義博

Ｓ５２ 岩本 敏 大内 英之 仁尾 俊久 H１７ 河村 友也

Ｓ５３ 桜井 嘉彦 Ｈ１８ 川野 孟

Ｓ５４ 山口 真史 北野 慎治 Ｈ１８ 中川 真衣（旧姓斎藤）

Ｓ５５ 永井 毅 塚本 智彦 武田 克也 Ｈ１９ 南本 真

Ｓ５７ 魚谷 博志 橋本 茂 観野 鉄哉 Ｈ２０ 杉本　元

Ｓ６０ 井上 和彦 田中 英司 前田 雅章 幸　真一 Ｈ２０ 西野 将人

Ｓ６１ 岩崎 哲也 小原 祥文 Ｈ２０ 山口 弘之

Ｓ６２ 石井 孝典 H２２ 石田 拓也

Ｓ６３ 河合 靖之 藤田 正司



＜添付資料 6.＞ 

 

神戸大学フィールドホッケー部のホームページ更改について 

 

神戸大学フィールドホッケー部のホームページを以下のように更改しました。 

      旧神戸ホッケー部ホーム       新神戸大学フィールドホッケー部ホーム 
  

 

 

 

 

 

 

 新ホームページ画面の呼び出し方 

1) 検索ソフトからの呼び出し方 

① Yahoo 等の検索画面から『神戸大学フィールドホッケー部』と入力 

② 検索結果画面から『神戸大学フィールドホッケー部－Jimdo』を選んでクリック 

 

 

 

 

 

2) 旧神戸大学ホッケー部からの呼び出し方 

① 旧神戸大学ホッケー部ホームから『ホームページ移転しました』をクリック 

 

3) 神戸大学ホームページからの呼び出し方 

① 神戸大学ホームページの『神戸大学学友会・同窓会』の欄をクリック 

② 神戸大学学友会・同窓会画面の神戸大学学友会の欄で『神戸大学学友会』をクリック 

③ 神戸大学学友会の画面の『左下のコンテンツ内の”サークル“』をクリック 

④ リンク集画面の“スポーツ系サークル(球技系)”の『フィールドホッケー部(新)』をクリック

（上段に旧ホームページ呼び出しカラム『ホッケー部(旧)』あり） 

 

  

 

 

 

 

  



 

 新ホームページの『RESULT』欄から試合結果動画(YouTube)を見る方法 

1) RESULT 欄の試合結果動画の画面をクリック 

2) YouTube 動画を見る方法 

① Google の YouTube 画面でメールアドレス入力を要求 

➡ “kobe.hockey”を入力 

② 神戸杖球の画面でパスワード入力を要求 

➡ “inoshishi”を入力 

※ 上記の操作は一度実施すれば, 試合結果動画は後も閲覧可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 新ホームページの『六甲台ホッケークラブ』欄から『OB/OG 通信欄』を通して通信する方法 

1) 新ホームページの『六甲台ホッケークラブ』欄にカーソルを移動し, 表示された一覧から

『OB/OG 通信欄』をクリック 

 

2) OB/OG 通信欄画面の     をクリック 

 

3) 『OB/OG 通信欄』の掲示板から自由に情報の閲覧/投稿を実施ください。 

① 掲示板から閲覧パスワードの入力要求 

➡ “kobe-hockey”を入力 

② 掲示板利用機会の多い方は, 『ㇾ パスワードを保存する。』にチェック。 

4) 投稿用の掲示板『OB/OG 通信(糸でんわ)』より情報の入力・閲覧を実施ください。 

※ 2)の OB/OG 通信欄画面の下方に HP)係と連絡が取れるように通信用画面を設けています。 

何かあれば, 遠慮なくご利用ください。その場合, 氏名およびメールアドレスを明記願います。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

OB/OG 通信


