第１０回おやじサミット作戦会議
日

時：２０１３年９月２９日（日）１８：００～２１：００

場

所：仙台市中央市民センター 創作室

参加者：上杉（坂口）
、鹿島台（照井）
、中新田（高橋）、富沢（霜山）、向山（高梨）、
多賀城（佐々木）
、稲井（千葉、髙橋）
、南中山（蓮沼、髙橋）
、連坊（中野）
寺岡（善波、原田、小幡、西岡、福地）
、県（元木）
、ＮＷ（石垣）
議

事：以下の通り、１２日～１４日のスケジュールに沿って進行

【上杉・坂口氏より残念なお知らせ】
◎上杉の「すずめ踊り」出演ならず
・メンバーのほとんど（中学生）が合唱コンクールの東北大会に参加するため･･･
【１０月１２日（土）
】

※「本気」前掛け（各自）

１０：３０ プレツアースタッフ、仙台駅西口観光バス発着所集合

※ポール３本（坂口）

・バスは大型１台に変更。集合場所も一本化

※出迎え用のプレート（○○）

・石巻組＋坂口、佐々木、元木

※旗（前日に照井→千葉）

１１：００ プレツアー受付開始

・語り部１名、仙台から乗り込み（大阪からボラで駆けつけ住みついた方）
１１：３０ プレツアー仙台駅西口出発（仙台宮城ＩＣ～富谷ＪＣ経由で三陸道へ）
１３：００ 石巻市南浜町～女川
・語り部１名（南浜町在住の方、合流）
１７：３０ バス降車（広瀬通一番町交差点と仙台駅西口）
・バスツアー中、参加者から宿泊先をあらかじめ聞いておき、効率的に降車を
・参加者にプレ交流会の地図を渡し、それぞれがチェックインへ
１８：３０ プレ交流会（原価焼肉）開会
・１８時頃から受付開始か？ 参加者は３０名程度？
※事前準備参加者を確認して

１９：００ 青年文化センター集合（２Ｆ交流ホール前）
・パンフレット、プロジェクター、ＰＣなど道具類の搬入

おくこと

交流ホール設営（責任者：寺岡・小幡）
・椅子、審査員席机の準備（椅子を倉庫から持ってくる 約３００）
・照明・音響の準備と確認
・幟・旗掲揚ポール設営

※交流ホール、エッグホール、分科会共通準備事項

・若干のリハーサル

◎入口看板、舞台看板準備

・受付用机、椅子の設営

◎マイク 交流×５ エッグ×３ 研修×２

・大会パンフ、観光パンフの袋詰め（手が空いたら）

◎ＰＣは各自持ち込み
◎ビデオ撮影は分科会判断で（会場コンセント使用

２０：００ エッグホール設営（責任者：稲井・千葉）

不可）

・机を撤収し、椅子（９０～１００席分）を並べる（机は倉庫へ）
・エレベーターや階段からの案内誘導看板の設置
・プロジェクター準備、テスト（会場備付機材借用）
分科会会場設営（責任者：村上、杉山、石垣）

・プロジェクター準備
・移動スクリーン×２を分科会１＆５へ（分科会４は石垣氏準備）
２１：３０ 青年文化センター解散 → 余裕のある方はプレ交流会２次会へ
＜会場への持ち込み物品＞
パソコン、プリンター、プロジェクター、布テープ、画鋲・セロテープ、蛍光ペン、ペン（以上、石垣）
大会パンフレット（霜山）
、名入れ封筒（石垣）
、観光パンフ（元木）
、受付用参加者名簿（石垣）
名札ストラップ（照井）
、会費領収証（元木）
、会費集金用袋（元木）
、
立看板（石垣）
、前垂れ等掲示用紙（寺岡）
、スタッフ用腕章（多賀城・佐々木）
スタッフ用マニュアル（福地）
、スタッフ名簿（石垣？）
、貼付用余ったチラシ（石垣）
ダブルクリップ約１００個（旗・幟用）
（坂口）
各分科会配布資料（各分科会責任者）
、前掛け（スタッフ用、販売用）
（善波）
ネットワークのぼり旗・ポール（石垣）
販売用の前掛けは旭丘小へ
（屋台で販売）

【１０月１３日（日）サミット当日】
８：３０ １Ｆエントランス入場可、センター有料駐車場使用開始

８：３５ スタッフミーティング（２Ｆ交流ホール前）（担当：原田・福地）
・スタッフリストにより出欠確認（屋台チームも参加できる人は集合）
・スタッフ腕章、スタッフマニュアル配布
・当日の流れを再確認（避難路・誘導ルートも確認）
※屋台スタッフは終了後、旭丘小へ移動
・笹かま受け取り（石垣） → 誰が旭丘小へ運ぶ？
８：４５ 指定駐車場入庫可（主催者用３台分、南側搬入口警備室より）
８：５０ 研修室＆会議室の鍵借用（小幡）→開錠
９：００ 交流ホール＆エッグホールの鍵借用（小幡）→開錠
交流ホール設営開始
≪受付≫ ・準備すべきもの（参加者名簿、蛍光ペン、領収証、集金用袋（箱）
、
袋詰めされたパンフレット類、参加者用名札＆ストラップ）
・動線的には、名簿チェック→交流会集金→ネームプレート、パンフレット渡し
→ネームプレート記入（フォーマット貼り出し）
・県職員の応援あり（５～６名）
≪ホール≫・交流ホールの音響・照明最終確認（担当：阿部：小幡）
（１５分程度）
・椅子やパネル等の最終チェック
・虎舞の動線・立ち位置チェック（ビニールテープで場ミリ）
・チェックが済み次第、開場ＯＫ（受付との連携不可欠！）
外看板の設置（担当：石垣、○○）
屋台設営開始（場所決め）
（チーフ：伊藤）
・蓮沼氏指示による
・設営班と買出し班（２）に分かれ作業開始
Ａ班：屋台機材設営
Ｂ班：サトー商会へ食材購入

※小学校から借用する物品
机×１０、椅子×２０
ホワイトボード×２
プロジェクター、スクリーン
ドラムコード
※準備するもの
ＰＣ、舞台看板、案内板

Ｃ班：ウジエスーパーへ氷と飲料購入
小学校体育館開錠（蓮沼氏、教頭先生も）
９：１０ 西口エントランス、中新田・高橋氏待機

高橋さんは父兄たちに対して、
駐車場から交流ホールに直接向
かうように伝えてください

９：１５ 西口エントランス、中新田幼稚園バス到着
・虎舞の子どもたち（１０名）を降ろし、控室へ誘導
・幼稚園バスを旭丘小学校の駐車場へ誘導（担当：蓮沼）

分科会会場設営（最終確認）＜エッグホール、研修室１・２・３＞
（担当：福地、１・３・５分科会責任者）
・昨日セッティングしたものを最終確認
→設営図面参照しながら、パソコン、プロジェクター動作確認
・配布用資料の準備
・会場前に受付箇所必要であれば、その準備
・会場前や各階に案内板（誘導板）配置（旭丘小学校への動線含む）
会議室設営（来賓お迎え用）（担当：石垣）
・湯茶セッティング（ペットボトルのお茶、紙コップ手配：元木）
９：２０ 中新田幼稚園の子どもたち、交流ホール控室着
・受付に父兄の誘導役を配置（担当：

）

・父兄と合流次第、着替え等の準備
・子どもたちへの謝礼（土産）は屋台での「くじ引き」優待券
９：３０ １Ｆエントランスに誘導係配置（担当：

） （ひとまず１０：３０頃まで）

交流ホール 受付開始（担当：原田、元木） ※時間前倒し可能性有
・スピーチ終了まで
・受付時に大交流会の集金（領収証を渡す）
→交流会参加者に会場地図渡す
・ネームプレートは参加者各自で記入（あるいは自前名刺で）
９：４５ 来賓到着 出迎え～控室・会議室へ誘導
・善波、石垣受付で待機→会議室へご案内
９：５５ 来賓入場、審査員席へ（誘導担当：

）

虎舞の子どもたち、控室からステージへ（誘導担当：

）

１０：００ オープニングイベント（交流ホール）
開会宣言（ＭＣ・阿部）～「火伏の虎舞い」の紹介
「火伏の虎舞い」披露
・終了後、虎舞いの子どもたちは退場。控室へ移動（誘導担当：
おやじ屋台仕込み開始（責任者：伊藤、高梨ほか）

）

・業務用ゴミ袋は県・生涯学習課で手配
おやじ縁日設営開始（担当：照井）
・虎舞いの子どもたちにご褒美あげるため、早めのセッティング
分科会４・６設営開始（担当：高橋、玉上、西岡、

）

・分科会４責任者の坂口氏が１分間スピーチを担当しているため、体育館の会場予定
場所に、必要な物品を配備（セッティングは１２：３０以降）
１０：１０ 善波実行委員長挨拶（交流ホール）
参加団体と「本日のスケジュール」紹介（ＭＣ・阿部）
※分科会２は１３時スタート
※雨天時のエンディングは小学校体育館
１０：２０ １分間スピーチ（ＭＣ・阿部）
趣旨説明
審査員（来賓）４名の紹介、挨拶
スピーチ（9/29 現在、約 20～23 名程度。30 名目指したい）

坂口さんもこのタイミング
で旭丘小学校に移動します
か？
そうすれば、余裕もって分科
会４の準備できますが･･･
（スピーチでの役割次第で
すね）

１０：４５ 中新田の子どもたち、控室退場。旭丘小学校へ（誘導担当：高橋）
１０：５０ 中新田の子どもたち、旭丘小学校着 →縁日とバルーンで遊ぶ
おやじ縁日（分科会７）スタート
分科会６は準備でき次第、分科会７（縁日）隣でスタート

※スタッフはそれぞれの空き時間
に昼食を（隣のモリヤなどで買うな

１２：００ おやじ屋台、販売開始（売り切れ御免！）

ど各自で準備）

※牛たん丼（寺岡・伊藤）
：￥５００×１００食
※さんまカレー（向山・高梨）
：￥４００×１００～１５０食
※石巻風焼きそば（機材食材手配は寺岡、調理・販売は八乙女？）
： ￥３００×８０食
※笹かま（ネットワークで仕入れ、販売は寺岡）
：￥１００
※飲料（仕入れ：寺岡）
：ノンアルコール飲料￥２００、お茶類￥１００
１２：１５ １分間スピーチ エンディング
審査員総評
表彰式（プレゼンターは善波委員長）
１２：３０ １分間スピーチ 閉会（ＭＣ・阿部）
・その後の予定・場所（縁日、屋台、分科会）の紹介
※第２分科会は 13 時スタート！･･･は忘れずにアナウンス（強調）
・審査員（来賓）退場（担当：善波、石垣）
※分科会の参加状況を確認の上、できれば屋台会場へ誘導
交流ホール撤収（原状回復）作業
・参加者にも手伝ってもらい、13 時までに鍵を返却
・各おやじの会の旗・幟の撤収（自己責任で管理求む）
１Ｆエントランス付近に誘導係配置（担当：○○、○○）

分科会２の講演者３名は何時頃
いらっしゃる予定か？その誘導
はどうしますか？
開始前に会議室（控室）にお連
れしたほうがいいのか、それと
も直接エッグホールに来ていた
だくか･･･

※旭丘小学校までの道案内を中心に（１３：３０頃まで）
分科会２スタッフ、エッグホールに集合（担当：高橋、千葉、

）

・準備でき次第、受付開始
・パネラー３名到着後、会議室 or エッグホールへ案内（誘導担当：

）

１２：４５ 旭丘小校庭にて、分科会２への移動を促すアナウンス（ＭＣ：○○）
１３：００ 分科会２開始（エッグホール）
・講演１～小学生作文朗読～講演２～ディスカッション の流れ
・１５：３０終了予定
１３：３０ 分科会１・３・４・５・６最終確認
・各スタッフはそれぞれの持ち場に集合、最終確認
※分科会１ 研修室１（村上、

）

※分科会３ 研修室３（石垣、千、

）

※分科会４ 旭丘小体育館（坂口、

）

※分科会５ 研修室２（杉山、

）

※分科会６ 旭丘小体育館（高橋、玉上、西岡、

）

・各分科会の記録については、各分科会の責任者がサミット終了後一週間以内にＡ４版
１枚程度に取りまとめ、石垣氏に提出すること
１４：００ 分科会１・３・４・５・６開始（～１５：３０終了予定）
１４：３０ おやじ屋台販売終了予定（売り切れた時点で終了）／おやじ縁日終了
１５：００ おやじ屋台＆縁日撤収作業開始
エンディングイベント準備開始（責任者：小幡・阿部）
・屋台撤収作業を優先に
佐々木氏からは

・分科会４・６はそのまま続行
※雨天時は、分科会４・６終了まで待機

４名派遣希望

大交流会スタッフ 名、サミット会場を出発（多賀城・佐々木ほか 名）
１５：３０ 各分科会終了
・各分科会担当スタッフは会場の片付け・現状回復
※参加者にも椅子の片付けなどを手伝ってもらう
・撤収作業終了後、参加者を旭丘小学校へ誘導
・旭丘小学校体育館の撤収作業→施錠へ（蓮沼→教頭先生）
・エッグホール、研修室、会議室施錠

（鍵の返却など、完全撤収は 18 時）

大交流会スタッフ（第一陣）、ハーネル仙台着

持ち込み品の
確認を！

・先方スタッフとの打ち合わせ、現場確認
・県内地酒１０品（照井氏手配）の到着確認
１６：００ おやじ屋台＆縁日撤収完了～車両に機材積込済
エンディングイベント開会（ＭＣ・阿部） （ハンディマイク必要か？）
・旭丘小・高橋純子校長より挨拶
・１分間スピーチ 授賞式（プレゼンター：善波委員長）
※商品は純米大吟醸、大吟醸、地元菓子（酒手配：照井、菓子手配：小幡）
・次回開催地（北九州）の紹介、代表者挨拶
・閉会宣言（高橋副委員長）
・集合写真（撮影者：善波）
※実行委員長が写らなくていいのか？
※問題は明るさ（当日の日没は１７：００頃）
・ＭＣで交流会会場の案内
１６：３０ エンディングイベント終了
・最終撤収作業
・屋台機材を積んだ車両、小学校発 →それぞれ返却へ
・業務用ごみの始末 （17 時までに清掃公社来る。蓮沼氏立会い）
大交流会スタッフ（第二陣）
、サミット会場発（照井、

）

１７：００ 大交流会スタッフ（第二陣）、ハーネル仙台着
サミットスタッフ、会場（青年文化セ、旭丘小）完全撤収、大交流会場へ
１７：３０ 地下鉄広瀬通駅改札口 or 西１出口に誘導者（１～２名）配置（１８：３０まで）
１８：００ 大交流会開始（ＭＣ・坂口）
・善波実行委員長挨拶
・乾杯（照井）
２０：００ 中締め（次々回開催地立候補･･･）
２０：３０ 完全撤収

・〆の挨拶：石垣
・伊達の一本締め：原田

２１：００ 二次会へ･･･

【１０月１４日（月・祝）
】バスツアー（２回目）
８：３０ 仙台駅西口観光バス専用駐車場集合
・マイクロバス１台 ２５名程度か

・サミット当日も申し込み受け付ける（参加費：１，０００円）
・仙台宮城ＩＣ～富谷ＪＣ経由で三陸道へ。石巻・南浜町見学後、戻ってくる行程
１１：３０ キリンビール仙台工場着～昼食
１４：００ 仙台駅西口着、解散

【大会パンフレット】
●入稿の最終期限は１０月２日（１０日納品）
。9/30 までに霜山氏へ（厳守）
○広告枠１／８頁残った → 中新田幼稚園が出稿 →全頁確定！
【あらためて、参加者を集める工夫】
○ＦＭたいはく「鈴木はるみのソーシャルでいこう」収録（9/27）→10/8 放送
○ＦＭ仙台「Ｈｏｐｅ ｆｏｒ 仙台」で紹介（10/2）（多賀城・佐々木）
○宮城テレビ、東日本放送の知己に連絡するも反応なし（多賀城・佐々木）
○県生涯学習課から県政記者会に情報提供
○それぞれの「おやじの会」で地元小中学校にお願い（寺岡、南中山など）
○東北の「おやじの会」の反応が･･･
○県内「おやじの会」へ再度呼びかけを

【再度、プレプレ企画】
○１０月７日（月）イズミティ２１小ホール（４００名収容）にて
○チケット販売に協力を（参加者ひとり当たり５枚）
○販売目標２００枚

次回会合（最終打ち合わせ）は
１０月５日（土）１８：００～ 太白区中央市民センターにて

以

上

