第 10 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：8 月 6 日（火）19：30～21：30
場 所：諫早市社会福祉会館３階会議室
参 加：菊次勉、河野佑介（V・V 長崎）、大山昇、藤原裕久（支援会運営委員）

一般参加 23 人

参加合計２９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
撤収作業へのボランティア参加ありがとうございます。毎回 50 名以上の方の参加があり、非常に助かっております。
今後、デイゲームでも撤収ボランティアを募集するかについては未定ですが、経費的にも大きく助かっておりますので今
後も検討したいと思っております。トップチームに関しましては対戦が 2 巡目に入りまして、簡単にはいかない面もご
ざいますが、補強も済ませて、対応をしている所でございます。また、U-15 は初の全国大会に出場いたしました。募
金などの協力もいただきましてありがとうございました。クラブとして J1 ライセンスも申請中でございますが、まだま
だ未熟な部分もあります。今後ともご意見などよろしくお願い致します。
（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
・第 9 回諌早部会で
回諌早部会で提案した
提案した地域参加
した地域参加について
地域参加について
・8 月初旬の書く地域の祭にクラブが参加。

・長崎市部会からの
長崎市部会からの報告事項
からの報告事項
・クラブより選手着用公式スーツのズボン裾上げ作業の協力依頼が緊急にあり作業を補助した。
・タビックスが長崎部会に参加してアウェイゲーム公式観戦ツアーの企画を協議検討中。
・スタジアムの美化清掃を目的とした「マナーアップキャラバン」を長崎部会で企画中。近日クラブに提案予定。
・サクセスパートナーである「長崎市新大工商店街」の空き店舗活用事業について協議中。

・諌早部会
諌早部会からの
部会からの報告事項
からの報告事項
・有志が善意で行ってきた支援会非公式のブログやツイッターが情報公開や著作権で問題があり、内容を削除中。
＊協議・質疑応答で後述。

協議・
協議・質疑応答

■撤収ボランティアにおける
撤収ボランティアにおけるルールの
ボランティアにおけるルールの混乱
ルールの混乱について
混乱について
→当初、撤収作業はサンダル履きでの参加は不可という話であったが、サンダル履きの参加者をクラブスタッフが見過
ごしている。わざわざシューズに履き替える参加者もいる中で、ルール設定がいい加減ではないか？（一般参加者）

→企画リーダーについてクラブがフォローを行わない、説明を行わない為に、参加者の反発があっていると前回の支援
会でも報告したが対応されていませんが、その後の対応はどうなっていますか？

（運営委員長 藤原）

→ご迷惑をかけて申し訳ありません。持ち帰って検討したいと思います。
（V・ファーレン 菊次）

→撤収ボランティアの広報について、チラシや立て看板等でもっと判りやすくしては？また、 撤収ボランティアは帰
りが遅くバスがありません。駅までのバスを 1 本出すなどして頂けませんか？ （一般参加者）

→立て看板については大至急準備したいと思います。また、シャトルバスの件も検討します。
（V・ファーレン

河野）

→撤収ボランティア終了後に選手が挨拶に来てくれるのは、嬉しくて張り合いにもなるのですが、一般の運営ボランテ
ィアにはそれが事がありません。試合前に選手が運営ボランティアに挨拶する等出来ませんか？（運営委員長

→慎重に対処していきたいと思います。
（V・ファーレン

藤原）

菊次）

→運営スタッフの着衣ですが、原則としてスタッフがスーツ、運営委託業者が紺色、運営ボランティアが黒のシャツ。
協会の 2 種から派遣されているのが黄色のビブスです。今後の参考にして下さい。
（支援会会場

大山）

■クラブの
クラブの肖像権
ブの肖像権などの
肖像権などの注意
などの注意について
注意について
→善意で有志が運営している支援会非公式ブログと twitter の記事削除を運営者に連絡しました。理由は選手の写真な
どをアップロードしている為です。ネット上では数が膨大なので黙認されていますが、J リーグでは試合会場での
写真などは全て J リーグの所有物で使用には対価が必要です。クラブは周知を行うべきでは？（運営委員長

藤原）

→非常に細かい所まで J リーグに規定されているので、どこまでクラブが出して良い物か？（V・ファーレン

河野）

→クラブで「これは良い、これは駄目」と出して貰った方が助かります。基準を出して貰いたいです。
（一般参加者）

■諫早ビタミンプロジェクト
諫早ビタミンプロジェクト２
ビタミンプロジェクト２次募集
→諌早市の街作り補助事業「ビタミンプロジェクト」が来年提案予定事業の調査を目的とした「ビタミンの卵」事業の
募集をしています。V・ファーレンを中心に諫早観光案内を作成する事を提案しませんか？ （運営委員長

→是非、提案して欲しいと思います。
（一般参加者）

藤原）

■長崎県総合運動公園の
長崎県総合運動公園の環境について
環境について
→長崎市部会でも提言しましたがハトのフン害が多発しています。放置すると設備腐食も引き起こします。羽虫の多さ
も長崎市部会から提案しています。
（運営委員長

藤原）

→8/4 のゲームの S 席は雨水が 30cm 以上たまっていましたがスタッフは知りながら放置してました。
（一般参加者）

→スタジアムは県の所有のためクラブで勝手に改善できません。J リーグと連名でスタジアムの問題点について県に要
望を上げています。それ以外にも対処をしていきます。（V・ファーレン

菊次）

→スタジアムのメインスタンド、バックスタンド入場口の階段付近ですが、照明がまったく役に立っておらずナイトゲ
ームの帰りは足元が見えずに危険です。知り合いで転んで怪我をしている人もいます。
（一般参加者）

→危険な箇所については大至急対処を致します。
（V・ファーレン

河野）

■サポーターと選手
サポーターと選手の
選手の接触に
接触に関するルールについて
→練習場でサポーターと選手が接するルールが不明な為に迷惑をかけてしまう事もあるようです。
（運営委員長

→プロであるならばァンの要求に応える事が大事だと思いますがどうでしょうか？（V・ファーレン

藤原）

河野）

→限度があると思います。それが無いので今はサポーターが選手にどんな要求も出来ています。ルールを設定いただけ
れば、サポーターはそれにあわせますので、枠組みの設定をお願いします。
（一般参加者）

■クラブの地域密着
クラブの地域密着の
地域密着の方針について
方針について
→イベント等へ選手の参加をお願いしても、試合当日や前日は「試合前は不可」という事で必ず断られてきました。し
かし 8/4 の試合当日、稲佐山のライブイベントに選手が参加しています。どういう訳でしょうか？（一般参加者）

→東日本震災チャリティイベントという事で福島県出身の選手が参加しました。
（V・ファーレン

菊次）

→過去、支援会でもサクセスパートナーの新大工商店街でも過去に震災復興のチャリティ等を行いましたが、選手の参
加を断られています。有名人のイベントなら OK という事でしょうか？

（運営委員長

藤原）

→8/3 の諌早商店街でのイベントでもクラブから「試合前なので選手参加は無理です」と言われています。なのに、
試合当日が OK なのかと正直不快に感じます。今まで断ったのは何だったんでしょうか？（諌早駅前商店街関係者）

→選手派遣に地域やイベントで差をつける方針はありません。
（V・ファーレン長崎

→クラブの地域イベントへの方針をもう一度確認して下さい。
（運営委員長

藤原）

菊次）

第 10 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＞ 撤収ボランティアのルール
撤収ボランティアのルール等
再徹底について
ボランティアのルール等の再徹底について
要約：
要約：撤収ボランティアのルール
撤収ボランティアのルール設定
ボランティアのルール設定をお
設定をお願
をお願いします。
いします。
撤収ボランティアについて、クラブ側が当初に指定したルールが適用されず混乱を引き起こしています。また企画リ
ーダーへのフォローを要請していますが、未だに不十分で企画リーダーの負担となっています。改善をお願いします。
＜例＞：サンダル禁止、企画リーダーに腕章やビブス等の貸し出し、ルールに従わない参加者に対する厳正な対処

■＜要望＞
要望＞クラブの肖像権
クラブの肖像権などの
肖像権などの注意
などの注意について
注意について
要約：
要約：J リーグの肖像権
リーグの肖像権に
肖像権に関する注意
する注意の
注意の告知をお
告知をお願
をお願いします。
いします。
J リーグの肖像権使用規定などについて現状はクラブからアナウンスが無い為に写真などの使用が野放図となって
います。適正な利用の為にクラブで使用規定の策定が必要です。
殆どの J リーグチームでも公式サイト内に「J リーグは、
「スポーツ報道」を目的とした報道活動に限り、J リーグの
公式試合の取材許可を出しています。 J リーグに取材許可を受けた者以外による写真撮影は、個人的に楽しむ目的で
行うもの以外、一切禁止致します。 （撮影した写真・映像（デジタルデータを含む）を公衆に対して発表・放送・イ
ンターネット通信・販売する ことは固く禁止致します。
」の記載があります。

■＜要望＞
要望＞クラブの地域
クラブの地域への
地域への選手派遣
への選手派遣の
選手派遣の方針について
方針について
要約：
要約：クラブの地域
クラブの地域への
地域への選手派遣
への選手派遣の
選手派遣の方針に
方針に食い違いが出
いが出ています。
ています。今一度方針の
今一度方針の再設定をお
再設定をお願
をお願いします。
いします。
これまで地域イベント等に選手派遣を要請しても、クラブ側の回答は常に「
（怪我をしている選手であっても）試合
前日、当日は不可」との事でしたが、8 月の稲佐山でのライブイベントにクラブが選手を派遣しております。過去にも
選手派遣に否定的な態度があった事で関係先に反感が出ております。今回の選手派遣がどのような判断の元でなされ、
他のイベントでは何故参加 NG であったのか、今後はどのような方針であるのかをご確認の上、ご報告願います。

■＜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
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。

次回支援会日程
第 36 回支援会長崎支部会 9 月 17 日（火）19:00～21:00
第 11 回支援会諌早支部会 10 月 15 日（火）19:30～21:30

長崎市市民会館第 5 会議室
諌早市社会福祉会館

V・ファーレン長崎支援会運営部

