第１１回
１１回 V・ファーレン長崎支援会
・ファーレン長崎支援会 諌早部会 議事録要旨
議事録要旨

V・ファーレン長崎支援会
会長：大山昇

日 時：10 月 15 日（火）19：30～21：30
場 所：諫早市社会福祉会館 2 階会議室
参 加：菊次勉、田上渉、河野佑介（V・V 長崎）、大山昇、藤原裕久（支援会運営委員）
他一般参加 11 人 参加合計 16 人。

V・ファーレン長崎
・ファーレン長崎よりの
長崎よりの報告
よりの報告
プレーオフを見据えてホームゲームで勝ち点を取りに行きたいと思っております。U-15 に関しては高円宮杯県決
勝に勝ち本大会出場が決まりました。一方、U-18 は J ユースカップ初戦で大敗しましたが、U-15 もはじめはこうだ
ったので一種の洗礼だと思っております。また、J１ライセンスも皆様のおかげで無事にとる事が出来た事をご報告申し
上げます。現在の問題は日々の練習場の確保となります。特にこの時期は色々な大会や芝の張替時期で確保出来ておりま
せん。来年は国体で更に厳しくなります。皆さんのご協力をお願いすると思います。

（V・ファーレン長崎

菊次）

支援会よりの
支援会よりの報告
よりの報告
・V・ファーレン長纒支援会
・ファーレン長纒支援会のクラブ
長纒支援会のクラブ側担当者変更
のクラブ側担当者変更
・９/６付で竹村栄哉が強化部入りした事から、田上渉・河野佑介・菊次勉が支援会の担当に決定。

・ホームゲーム撤収作業
ホームゲーム撤収作業の
撤収作業の終了について
終了について
・１０月６曰に緊急実施はあったが、９／１５神戸戦でナイトゲーム終了。

・長崎市支部会からの
長崎市支部会からの報告
からの報告
・運営委員（藤原裕久）より総２１Ｐでボランティア新制度作成しクラブヘ提出。
・素行に問題のあるボランティアスタッフヘクラブが話をしてポランティアの資格停止処分。
・10/13・１４に長崎市新大工商店街で支援会による V・ファーレン応援イベント開催。2 日で 300 人強来場。
・9/15 の長崎県主催のアンケートに協力。
（結果は”H25.9.15 ヴィッセル神戸戦観戦者アンケート結果”を参照）

・諌早市ビタミンの
諌早市ビタミンの卵事業
ビタミンの卵事業の
卵事業の申請通過
・Ｖ・ファーレンの情報を載せたガイド本作成の事前調査事業を諫早市に提案し採択。

・パブリックビューイング開催
パブリックビューイング開催にあたっての
開催にあたっての使用規定
にあたっての使用規定の
使用規定の確認。
確認。
・スカパーの承認や契約がないと開催不可。ただし、Ⅰ『金銭のやりとりが発生しない場所』で、Ⅱ『家庭用テレビ』
を使用する場合は開催が可能。

協議・
協議・質疑応答

■クラブの選手派遺方針
クラブの選手派遺方針が
選手派遺方針が曖昧でイベントによって
曖昧でイベントによって主張
でイベントによって主張が
主張が変わる点
わる点について
→通常の地域イベントではずっと緑習などを理由に不参加で断っているのですが、８月に行われたライプイベントには
試合当日に関わらず選手を参加させていた問題なんですが、見解をお聞かせ下さい。（運営委員長

藤原）

→地元の商店街様に誤解を与えてしまったこと、大変申し訳ございません。このようなことの無い様にいたします。
（V・V 長崎 菊次）

■マナー違反
マナー違反が
違反が散見される
散見される事
される事からサポーターと選手
からサポーターと選手の
選手の接触に
接触に関するルール設定
するルール設定について
設定について
→サポーターの過度な要求もあるという話も出ています。それをサポーター同士が非難し合う事もあるようです。
藤原）

サイン湯所、プレゼントの受付、練習後の時間制限などを設ける事を前回提案したのですが？（運営委員長

→現在、広報を中心にルール設定をしようとしておりますが、本来、広報二人体勢のところ、現在は広報一人で受け持
っている状況の為に対策にはしばらくお時間をお願いします。

（V・V 長崎 田上）

■スタジアム内
スタジアム内での観客席
での観客席のサービス
観客席のサービス、
のサービス、管理・
管理・監督について
監督について改善
について改善の
改善の提案について
提案について
→前回の支援会で「ハーフシーズンパスの特典のーつ軽食が一度も提供されていない事」
、
「観戦マナー違反・クラブ側
が事前ルールを履行しないなどがありスタジアム内に一部混乱が見られる」点への対応を要望しましたが、どうなり
ましたでしょうか？

（運営委員長

藤原）

→お恥ずかしいですが手を打っていません。ですが、対応策については協議中です。
（V・V 長崎 田上）

■V・ファーレン長崎
・ファーレン長崎マナーアップキャラパン
長崎マナーアップキャラパンについて
マナーアップキャラパンについて
＊マナーアップキャラバン：ホームゲーム来揚者にゴミ袋（コンビニ袋）を持参するよう呼ぴかけ、席周辺のゴミを集
積し､スタジアムのゴミ集積煽へ運ぶ｡スタジアム内の美化意識を高める事を狙いとする。
告知はクラプ公式 HP、クラブ出版物、湯内アナウンス、スタジアム内の電光掲示板。

→当初はクラブが来場者へ呼びかける方針であったが、クラブと協譜の結果、サポーター（支援会）が自主的に取り組
む事とし、クラプがそれを広報・告知する事で活勤を広げる事を検討しています。

（運営委員長

藤原）

→祭りなどは店舗が各自ゴミ箱を用意して回収します。スタジアムの売店でも同じように出来ませんか？（一般参加者）

→出店契約の問題もあり今は難しいかもしれません。

（Ｖ･V 長崎

河野）

→11 月 3 日の栃木戦から支援会で始めたいと思います。皆さん、ご協力お願いします。
（運営委員長

藤原）

■スタジアムの環境
スタジアムの環境について
環境について
→３Ｆ席の状況（鳥の糞、蜘蛛の巣）の問題ですが、長崎市支部会の方に長崎県の関係者が参加しており、そちらから
何度か関係先に連絡していただいております。また、競技場入り口の照明が暗く転倒者が多く出ている点については、
クラブが照明設備を導入して対策がなされました。その後転倒者の話は減っているようです。
（運営委員長

→スタジアムの照明は本当に暗い。是非、行政に対応してほしいです。

藤原）

（一般参加者）

■プレーオフ／
プレーオフ／来季の
来季の席種設定について
席種設定について
→プレーオフや来年の席種設定についてはどうなっておりますでしょうか？

（運営委員長

藤原）

→プレーオフはシーズンパスは使えませんのでチケットの新規購入が必要です。３，４位になるとの収益のほとんどは
ホームの総取りです。来年度の運営に大きなプラスになるので期待したい所です。
（Ｖ･V 長崎

河野）

■駐車場について
駐車場について
→ホームページ上の駐車場は試合毎に使える駐車場を更新するのですか？（一般参加者）

→いいえ、そこまで対応できませんので公式サイトのＮＥＷＳ欄を参照ください。
（Ｖ･V 長崎

菊次）

→看板や告知で使える駐車場の案内を強化した方がいいと思います。球場の駐車場は、轍ができたら埋めなおす契約で
借りました。万が一、神戸戦で雨が降ったら埋めなおしに費用がかかるはずでした。

（運営委員長

藤原）

→来年の駐車場は決まっているのですか？（一般参加者）

→いいえ、決まっていません。
（Ｖ･V 長崎

田上）

→今年の残りのホームゲーム全てで、かんこう自動車教習所の駐車場は使えますか？（一般参加者）

→はい、徳島戦までは全て使えます。
（Ｖ･V 長崎

河野）

■アウェイツアーについて
→以前、公式のアウェイツアーはタビックスさんとの話でしたが、長崎バス観光さんの位置付けは？

→長崎バス観光さんは後援スポンサーのツアーという位置づけになります。
（Ｖ・V 長崎

（一般参加者）

菊次）

→2 種類の公式ツアーがあることでサポーターが混乱したり、過当競争になりツアーが維持できなくなる点が心配です。
松本などは 3 つの旅行会社を窓口を一つにして運営しています。話し合いが必要です。

（運営委員長

藤原）

■サポーターズカンファレンスについて
→サポーターズカンファレンスを年末に支援会主催で３年連鏑で開催中です。クラブ主催は毎年年頭に開催される為に
新体制の話題が中心の為に、毎年年度末にその年の問題点を協議しています。今年はどうしましょうか？

→クラブの公式サポーターズカンファレンスは無いのですか？

（一般参加者）

→今のところ、何も話はあがっていません。
（V・V 長崎 菊次）

→例年であればクラブの公式サポーターズカンファレンスは毎年 1 月末に行っています。クラブが必要ないと言うな
らば支援会で行う必要はないかと思います。
（運営委員長

藤原）

→必要だとは思いますが、今年はプレーオフや、オフシーズン事務が大量でクラブで開催出来るのか？という問題があ
ります。
（一般参加者）

→やる場合は今まで長崎市の市民会館でやっていたのですが、県総の会議室で開催したいと思いますが？
（運営委員長

藤原）

→どういう形かはともかく、長崎市支部会と諌早市支部会と一度合同で 12 月にやってみては？（一般参加者）

→では、その方向で長崎市支部会でも検討したいと思います。
（運営委員長

藤原）

第 1１回 V・ファーレン長崎支援会
・ファーレン長崎支援会 諌早 部会からの
部会からの要望
からの要望・
要望・報告

諌早部会からの要望と報告です。ご対応をお願いします。次回支援会、又は運営会議でのご回答をお願いします。

■＜要望＞
要望＞サポーターズカンファレンスについて
サポーターズカンファレンスについて
要約：
要約：クラブのサポーターズカンファレンス予定
クラブのサポーターズカンファレンス予定や
予定や方針をお
方針をお聞
をお聞かせ下
かせ下さい。
さい。
12 月に支援会長崎部会と諌早部会合同で支援会を開催する予定です。これまで 3 年連続で支援会主催でサポーター
ズカンファレンスを開催してきましたが、12 月の合同支援会をサポーターズカンファレンスにする事も検討中です。
クラブとしてサポーターズカンファレンスの予定や方針がありましたらお聞かせ下さい。

■＜再提案＞
提案＞サポーターと選手
サポーターと選手の
接触に関するルールについて ＊3 度目の
度目の提案となります
提案となります
選手の接触に
要約：
要約：選手とサポーターの
選手とサポーターの接触
とサポーターの接触ルールの
接触ルールの設定
ルールの設定をお
設定をお願
をお願いします。
いします。
練習場などで選手とサポーターの接触について規定が無く、過度な要求などもあり、サポーター同士が非難し合う事
もあっているようです。また、選手はサポーターに対して中々意見が言えない場合もあります。クラブ側で接触ルール
（サイン場所、プレゼントの受付、練習後の時間制限）などを設ける事を提案致します。
＊制度設計中であれば
制度設計中であれば、
であれば、いつを目処
いつを目処に
目処に設計中か
設計中か回答いただければ
回答いただければ幸
いただければ幸いです。
いです。

次回支援会日程
第３７回支援会長崎支部会

１０月２９日（火）19:00～21:00

長崎市市民会館第７会議室

第３８回支援会諌早支部会

１１月１９日（火）19:30～21:30

長崎市市民会館第 7 会議室

V・ファーレン長崎支援会運営部

