
2018年7月
（18年11月一部修正）

人工芝PJ事務局
会員の皆様に対し、断片的にお知らせしていた、人工芝PJがいよいよ『形』となってきました。
今回より、定期的に皆様にお伝えしてまいります。
★なぜ、人工芝設置なのか？

★どこに、どんなものを作るの？

★PJの進捗状況は？
・ 野球部はじめ、六甲台G使用している各体育会の同意完了。
・ 大学側のグラウンド管理者（5部局連絡会議）設置承認済。
・ 神戸大学　内田理事副学長　説明済。
現在 寄付金集金方法について検討中です。(寄付金委員会立ち上げ準備）

★設置費用とスケジュールは？

費用につきましては、全額六甲台ホッケークラブの会員様の寄付で賄います。
2019年夏 費用全額の寄付金集金完了→発注
2019年12月 人工芝設置起工式（90周年記念行事）
2020年春 人工芝完成・供用開始

■■お願い事項■■
　　皆様の青春の思い出が刻まれた六甲台に念願の人工芝を設置すべく、資金的、人的な
　　ご協力を、何卒お願いいたします。 お問合せは、元田（平成5年）motoda@bcd.taisei.co.jp
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 近年のフィールドホッケーのグラウンドは人工芝であること。（国際/国内試合は人工芝が基本）

 人工芝上でのフィールドホッケー技術は, 土のグラウンド練習ではその取得に多くの困難があること。

 関西１部リーグ常連校及び２部上位校は人工芝専用グラウンドを保有・または容易に利用できる状況

である。上位校で保有していないのは, 神戸と同志社のみ。（但し, 同志社は専用コート保有)

 他大学ヒアリングによると、人工芝グラウンドは、新入部員勧誘、部員定着でも非常に有効である。

野球部の厚意により、プルペン
の一部を移動の上、場所を確保
します。

芝は、オムニコート（サンドベース）
を予定しています。

大学内で、設置は認知済
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目的：人工芝設置に必要な寄付金を、OB・OGから募ることを目的とする。

組織 役職 氏名 卒業

委員長 鶴身　邦彦 S５０

事務局長 山出　祐司 Ｓ５８

副委員長 上野　陽一 Ｓ５２

副委員長 村上　昭 Ｓ５８

副委員長 元田　裕介 Ｈ５

顧問 松岡　三郎 Ｓ３５

顧問 渡邊 洋司 Ｓ３７

顧問 野﨑　信 S４６

顧問 藤原　裕純 S４６

卒業 学年委員 居住地方 卒業 学年委員 居住地方

Ｓ３４ 虎谷博臣 大阪 Ｈ３ 小川 正浩 大阪

Ｓ３５ 松岡 三郎 東京 Ｈ３ 渡川 泰弘 大阪

Ｓ３６ 永島　忠男 大阪 Ｈ４ 不破都 大阪

Ｓ３７ 渡邊 洋司 大阪 Ｈ５ 尾崎 啓 大阪

Ｓ３８ 青山 徳次 大阪 Ｈ５ 竹田 潔 東京

Ｓ３９ 青山 徳次 大阪 Ｈ５ 元田 裕介 大阪

Ｓ４０ 室　幸雄 大阪 Ｈ６ 向井 正彦 東京

Ｓ４１ 池田 勝一 東京 Ｈ７ 油井　優 大阪

Ｓ４２ 染矢 祥一郎 東京 Ｈ８ 川上　洋亮 東京

Ｓ４３ 神内 邦隆 東京 Ｈ９ 慶野 一郎 大阪

S４４ 谷  隆一 東京 Ｈ１０ 中田 慎介 大阪

S４５ 谷川 則行 東京 Ｈ１０ 山平 崇智 大阪

S４６ 野崎 信 東京 Ｈ１１ 鷺山　隆 東京

S４６ 藤原 裕純 大阪 Ｈ１２ 藤田　広範 東京

S４７ 樋口 哲夫 東京 Ｈ１３ 石田 貴寛 東京

S４８ 牧田 利彦 東京 Ｈ１４ 聖澤　淳一 東京

S４９ 川口　博 大阪 Ｈ１５ 加地　知之 大阪

S５０ 岩崎　洋一 大阪 H１６ 中村　健 東京

S５１ 原　健二 大阪 H１６ 中村　理沙子 東京

Ｓ５２ 上野 陽一 東京 H１７ 加藤　健輔 岡山

Ｓ５３ 泉　　聖 東京 Ｈ１８ 今井　航 愛知

Ｓ５４ 平野 肇 東京 Ｈ１９ 南本　真 大阪

Ｓ５５ 塚本 智彦 東京 Ｈ２０ 梅本　裕人 大阪

Ｓ５６ 西本 靖 岡山 Ｈ２１ 林亮輔 大阪

Ｓ５７ 上川 圭一 大阪 H２２ 小野田 恵介 大阪

Ｓ５８ 村上 昭 大阪 H２２ 中尾　雅則 大阪

Ｓ５８ 山出 祐司 大阪 Ｈ２３ 芦田　義裕 大阪

Ｓ６０ 関野仁志 愛知 Ｈ２３ 辻本貴明 東京

Ｓ６１ 森田　健 愛知 Ｈ２４ 寺田　知史 大阪

Ｓ６２ 近藤 靖広 東京 H２５ 太田雄士 東京

Ｓ６２ 阪本　博史 大阪 H２６ 田中　未来 大阪

Ｓ６３ H２７ 堀江　紀之 大阪

Ｈ１ 宮城　圭一郎 東京 H２８ 谷村　謙一 大阪

Ｈ２ 後藤　達夫 東京 H２９ 木澤昌之 大阪

H３０ 大久保　忠仁 大阪

学年委員 下記委員参照
同学年への寄付活動啓蒙

名簿・メールアドレス・整備・フォロー

委員長補佐・大阪一般担当

委員長補佐・大阪一般担当

(東京大口担当）＋特別補佐役として助言

(大阪大口担当）＋特別補佐役として助言

(東京大口担当）＋特別補佐役として助言

(大阪大口担当）＋特別補佐役として助言

委員長補佐・東京一般担当

2018年12月

六甲台ホッケークラブ　人工芝プロジェクト　寄付金委員会について

役割

総括・大口担当

集金者管理、名簿作成
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