２０１６年度

新潟市サポーターズ倶楽部

グランドミーティング（総会）議事

議題１

２０１５年度

事業報告

議題２

２０１６年度

事業計画（案）

議題３

２０１６年度

役員選出（案）

議題 1 2015 年度事業報告
１ 交流機会等の提供
（１）サポーターズグランドミーティング（総会）の開催
2015 年 4 月 20 日（月） 都市センターホテル 出席者 125 名 ほか事務局等 22 名
テーマ：祝設立 10 周年！「サポーターズ倶楽部 酒の陣」
○2014 年度事業報告，2015 年度事業計画，2015 年度役員選出，
○サポーターズ倶楽部 10 年の歩み，元宝塚越乃リュウさんと青島会長のトークショー＆歌披露
○サポーターズ倶楽部酒の陣，万代太鼓神龍会の演奏，オリジナルお猪口お披露目
（２）サポーターズツアーの実施
2015 年 7 月 18 日（土）〜19 日（日） 参加者 19 名ほか現地おもてなし 26 名〈事務局含〉
テーマ：水と土の芸術際 2015＆岩室温泉ツアー
○1 日目：水と土の芸術祭鑑賞，岩室温泉「ゆもとや」での交流会
○2 日目：間瀬漁港での漁船乗船体験，黒埼地区にて枝豆収穫体験など
（３）サポーターズミーティングの開催
2015 年 10 月 27 日（火） ジョン万次郎信濃町店 出席者 102 名 ほか事務局等 20 名
テーマ：
「Negicco 参上！！にいがた☆JIMAN！！〜ねぎも味噌もアイドルも，アレもコレも新潟自慢〜」
○新潟出身のご当地アイドル「Negicco」と青島会長によるトークショー，各区より新潟自慢ＰＲ
○サポーターズ倶楽部オリジナルピンバッジ新カラーお披露目
○青島会長による 2015 サポーターズツアー報告
（４）第 10 回安吾賞受賞者発表会への参加
2016 年 1 月 11 日（月・祝） 日比谷コンベンションホール 出席者 100 名（うちサポーター50 名）
○受賞者：佐藤 優 氏（作家・元外務省主任研究員）
（５）第 12 回新潟フレンズパーティーの開催（新潟市、（財）新潟観光コンベンション協会との３者主催）
2016 年 1 月 21 日（木） ホテルオークラ東京 出席者 151 名（うちサポーター77 名）
○講演：迫 一成 氏（ヒッコリー3 トラベラーズ代表）
：テーマ「新潟で暮らす」

２ 会員への情報提供
（１）パンフレット類の配付
年 2 回（9 月，1 月）希望する会員に，新潟市関連パンフレットなどの情報を配送。
（２）インターネットによる情報提供

３ 名刺・会員証の発行、活用
（１）名刺

発行数のべ 36 人、2,620 枚

※H28.3 月末

（２）会員証 発行（新規入会者）数 192 人 ※H28.3 月末
４ チケット等の提供
（１） 写真家・中村脩氏（SC 会員）作製の「萬代橋」
・
「新潟原風景」カレンダー
（２） 交流会や物産展等の参加者限定で，新潟市特産品等のプレゼントを実施
５ その他
（１）総会にて，サポーターズ倶楽部オリジナルお猪口お披露目・配布。
（２）ミーティングにて，サポーターズ倶楽部オリジナルピンバッジ新カラーお披露目・配布。
（３）入会キャンペーン(2/1〜3/31)を実施。期間中 30 名の入会。抽選で 3 名の会員に「越後姫」をプレゼント。
（４）首都圏イベント等でのサポーターズ倶楽部の案内及び入会受付を実施
（５）首都圏イベント等での学生サポーターの運営協力（ＭＣ）など

議題 2 2016 年度事業計画（案）
１ 交流機会等の提供
（１）サポーターズグランドミーティング（総会）の開催
2016 年 4 月 26 日（火） 都市センターホテル
2015 年度事業報告及び 2016 年度事業計画の決定，2016 年度会長・幹事の選出を行う。
（２）サポーターズミーティングの開催
2016 年 7 月 29 日（金）
（予定） ジョン万次郎信濃町店
夏だ！祭りだ！茶豆だ！地ビールだ！新潟の夏を楽しもう （案）
新潟の地ビール，茶豆で暑い夏を盛大に楽しむ。
（３）サポーターズツアーの実施
2016 年 10 月 22 日（土）〜23 日（日）
（予定）
沼垂「醸す地区」を巡る＆味覚の秋収穫体験ツアー （案）
（４）新潟フレンズパーティー等への参加
都内で開催を予定している「新潟フレンズパーティー」への参加や新潟市のＰＲ等への積極的な参加・支援を
行う。

２ 会員への情報提供
（１）パンフレット類の配付
年数回，希望する会員に，新潟市関連パンフレット類を配送する。
（２）インターネットによる情報提供
①ホームページの運営
倶楽部の基本情報，倶楽部からのお知らせ，入会申込フォーム等を掲載。
②Facebook ページの運営
会員や新潟市からの情報提供に基づく新潟市関連の最新情報を随時配信。
③メルマガの配信
月 1 回，倶楽部からのお知らせや新潟市関連の情報を希望する会員にメール配信する。

３ 名刺・会員証の発行，活用
希望する会員や新規登録者に名刺・会員証を発行し，新潟市のＰＲのために活用する。
４ チケット等の提供
新潟市や首都圏で開催される新潟関連の文化公演や展示会のチケット等を希望する会員へ提供する。
５ その他
（１）
「2,000 人計画」会員獲得キャンペーンの実施
（２）首都圏イベント等でのサポーターズ倶楽部ＰＲ
（３）オリジナルピンバッジ・お猪口の活用
（４）青島会長の活動の機会を活用したサポーターズ倶楽部ＰＲ
（５）学生サポーターによる運営協力

議題 3 2016 年度役員選出（案）

2016 年度幹事交代（案）
氏名
現

青木

所属等

邦雄

(財)東日本鉄道文化財団

氏名
新

中村

所属等

弘之

(株)ビューカード 代表取締役社長

2016 年度会長・幹事（案）
【会長】
新・現
現

氏名
青島

所属等

健太

スポーツライター

【幹事】
（五十音順）
新・現

氏名

現

日下部 朋子

現

栗林

所属等

淳

(有) ジェイクラブ 代表取締役
ワーカーズイニシアティブ株式会社

現

鈴木

博之

ニイガタ移住計画 代表

現

中川

裕一

株式会社 千代田エイジェンシー

新

中村

弘之

(株)ビューカード 代表取締役社長

現

西村

一孝

森ビル(株)

現

古海

正子

認定 NPO 法人 アジアの新しい風 理事

現

星野

紹英

一般財団法人 工業所有権協力センター

現

柳屋

加繪

(株)エコカンパニー 代表取締役

森アーツセンター 森美術館

