Giravanz Supporter Meeting vol.02 -GSM02- 議事録
■日

時■ ２０１６年１２月１８日（日）１５：００～１７：００

■場

所■ ＡＩＭ

７Ｆ

７２会議室

■出席者■ ●KITAKYU NERDS
世話役

舟津 大喜

●ギラヴァンツ北九州サポーター
４０名
■議

題■
１．今シーズンのスタジアム応援についての振り返り・反省点・改善点
２．その他質疑応答

開催に当たり
舟

津

それでは定刻となりましたので、始めさせて頂きます。皆様、こんにちは。本日は年末の本当にお忙
しい時期の中、足をお運び下さりありがとうございます。
私、本日進行役を務めさせて頂きます、KITAKYU NERDS の舟津と申します。本日はどうぞよろし
くお願い致します。
今回は『Giravanz Supporter Meeting －GSM02－』と題しまして、スタジアム応援について皆様か
ら様々な意見や提言等を募る場とさせて頂ければと思います。
皆様も既にご存じの通り、ギラヴァンツ北九州は今シーズンＪ２年間順位２２位の最下位となり、来
シーズンのＪ３降格が決定し、我々にとって非常に悔しい結果となりました。来シーズンは今シーズン
以上に、非常に厳しい戦いが予想されます。
１年でのＪ２復帰を果たす為には、クラブの努力も去る事ながら、サポーターとしてもさらなるサポ
ートが必要となって来ると考えます。そして何より、来シーズンは戦いの舞台も新スタジアムに移す事
となります。
今一度、今シーズンのスタジアム応援を振り返り、クラブ主導では無く、サポーター主導で、より熱
くギラヴァンツ北九州をサポート出来る為には今何が必要か、皆様で熱く語り合える場となれれば幸い
でございます。
尚、本日、本ミーティングにお越しになれない皆様にもご周知頂けますよう、本ミーティングの内容
につきましては後日議事録を作成し、私共 KITAKYU NERDS のＨＰにて公開させて頂く予定です。何
卒ご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。
議題に移らせて頂く前に、そもそも「KITAKYU NERDS とは何ぞや？」
「何を企んでるんだ？」と思
われている方々もまだまだ多いかと思います。この場をお借りして簡単ではございますが、我々
KITAKYU NERDS の紹介をさせて頂ければと思います。スライドをご用意致しましたので、前方にご
注目下さい。
まずコンセプトとしまして、
「サッカーの応援ではこうしなければならない」等といった既成概念に捉
われず、それぞれの得意分野・専門分野を活かし、楽しみながら自由闊達な雰囲気の中で応援すると言
うのを目的とする、とさせて頂いております。
既にご存じの方も多いとは思いますが、新スタジアムはゴール裏だけでも約４，０００人のキャパが
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舟

津

あります。そこを埋める為には、まず新しくスタジアムを訪れるであろう様々な方々に来て頂かなけれ
ばならない。来て頂けなくても、まずは興味を持って頂かなければならない。単純に『人を増やす』と
ころから始めなければなりません。
その為にはまず、サッカー観戦ビギナーの方々が抱いているであろう既成概念をなるべく取り払い、
それぞれが得意な形、やりやすい形で応援する事も出来ると言う場所を作り、提供して行きたい。得意
な形と言うのは人それぞれだと思います。勿論、ギラヴァンツ北九州を応援したいと言うテーマがあっ
てこそですが。だからこそ、そうしたパワーが集えばより大きな声援となるであろうと。そのように我々
は考えております。
次に、団体名について。
ナーズ（NERDS）とは、ナード（NERD）の複数形で、一般的に英語圏で用いられるスラングの一つ
です。音楽に詳しい方は『ナードコア』なんていう言葉を聞かれた事がある方もいらっしゃると思いま
す。
間抜け・ガリ勉・専門馬鹿などの意味を持つ、どちらかと言えばネガティブな印象の強い俗語として
知られていますが、我々はこの言葉を敢えてポジティブに捉え、グループ名に冠することとしました。
我々のホームタウン・北九州を代表して戦うギラヴァンツ北九州を、それぞれがそれぞれの得意分野・
専門分野を活かし、どこまでも応援する馬鹿で有り続けたい。そうした想いを込めました。
我々が考えている応援の方向性は、次の２つです。
１つ、
『北九州の名の下（もと）に、誰もが笑顔になれるスタジアムへ』
。北九州を代表して戦う選手
達を、応援する側も北九州を代表する意気込みで応援を行う。
ユニフォームを身に纏っている以上、ホームやアウェーを問わずサポーターも『北九州を代表してい
る』と言えるでしょう。とするならば、少しでも熱く、そして楽しく応援する事で『北九州愛』を表現
する事も大切ではないかと考えます。
２つ、
『サポーターズファーストは、プレイヤーズファースト』
。全力で応援を楽しむ姿を選手達に見
せる事で、９０分を戦い抜く選手達に勇気を与える。
以前、ある選手が「サポーターが楽しく応援する姿を見ると、選手は非常に力をもらう」と語ったと、
サポーターの方から聞いた事があります。これを聞いた時に、私自身非常にハッとしたのを覚えており
ます。
我々としても、勿論熱く懸命に応援する事も大事ですが、そればかりではなく、やはり大前提として
楽しくないと９０分も応援は続けられないですよね。まずは我々が楽しんで応援し、それがひいては熱
い応援に繋がって来るのではないかと考えております。
以上、我々KITAKYU NERDS の紹介でした。
スタジアム応援に対しては非常に様々なスタンスや考え方があると思いますし、あって然るべきだと
思います。我々の応援に対する考え方に対して「いや、それは違うよね」と考える方も当然いらっしゃ
るでしょう。
ですが、サポーターの中でそれぞれのスタンスの違いはあっても、試合での９０分間、選手達がウォ
ームアップで入場する時間も含めれば１２０分ぐらいでしょうか、その時間だけでも一丸となって応援
出来ればそれに越した事は無いと思うんですね。色々な考えや志向があっても、互いに認め合って、そ
れぞれが根っこのところで「北九州を応援する」と言うマインドが共有出来ていれば十分だと。それが
『一体感を産む』何よりの起爆剤だと我々は強く信じています。
冒頭から長々と失礼致しました。それでは議題に移って行きたいと思います。
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舟

津

本日の議題は大きく分けまして２つです。
①

今シーズンのスタジアム応援についての振り返り・反省点・改善点

②

その他質疑応答

以上となります。

１．今シーズンのスタジアム応援についての振り返り・反省点・改善点
舟

津

それでは①今シーズンのスタジアム応援についての振り返り・反省点・改善点に入らせて頂きます。
ここでは本日お集まり頂いた皆様に率直なスタジアム応援についての意見を伺いたいと思います。
我々応援団体に対して、そして繰り返しにはなりますがスタジアム応援について、そして新スタジアム
での展望等、どのようなご質問・ご意見でも構いません。どなたかご意見はございませんでしょうか。

参加者Ａ

まずお聞きしたいんですけれども、今日頂いた意見と言うのは、クラブ側にきちんと伝えると言う風
にはなっているのでしょうか？それとも、この場だけの話に終わってしまうのでしょうか？

舟

津

今日頂いた意見と言うのは、来年に向けて KITAKYU NERDS だけではなく、今日お越しになってい
ると思うんですけども、他の団体と擦り合わせをしまして、出来るだけ実現に近づけて行きたいと思っ
ております。もちろん１００％実現出来るかどうかは解らないですが、我々としては少しでも実現に向
け、クラブに伝える意見もありますけれども、まずはサポーターとして何が出来るのかと言うところに
活かしたいという風に考えております。

参加者Ａ

ありがとうございます。そこで少し今日お越し頂いた皆さんに聞きたいんですけども、この場にお越
しになっている皆さんは凄く熱心な方々だと思いますので、もちろんスタジアムではほとんどの方々が
ユニフォームを着てらっしゃると思うんですね。どの時点からユニフォームを着ていらっしゃるか手を
挙げて頂けないかなと思いまして。
家を出る時から着ていらっしゃると言う方・・・結構ほとんどの方ですね。ありがとうございます。
最寄駅に着いてぐらいに着ると言う方・・・あ、いらっしゃいますね。
では、スタジアムに着いてから、スタンドに入ってからかなと言う方・・・結構そういう方もいらっ
しゃいますね。
ちょっと私が思っているのは、出来れば家からユニフォームを着ていった方が良いんじゃないかなと
思います。確かに恥ずかしいなと言うのは私も思っていまして、最初の頃はスタジアムに着いてから着
る方だったんですが、やっぱり「今日試合やってるんだよ」
「試合って言うお祭りがあるんだよ」という
のを、まだ試合に行ったことのない人にアピールするにはやはりユニフォームって凄く、逆に言えば目
立つと思うんですね。特にギラヴァンツのイエローは凄く目立つので。ちょっと前に折尾駅の駅員さん
から凄くショッキングなことを言われたんです。
「今日試合やるんですか」と。いや、最寄駅の駅員なん
だから知っときなさいよと。それ以降ＪＲで来なくなっちゃたんですが。
ですので、強制でも何でも無いですが、
「お祭りだよ」みたいな、やってる感を出すような雰囲気を作
っていく為には、なるべく家からユニフォームを着るのを心掛けて行くと、それまであまり知らなかっ
た人が、それこそ来年は新スタジアムになりますし、駅や商店街を黄色いユニフォームを着たサポータ
ーが大勢歩いてたりすると、巷の人々がが「あ、今日試合やってたんだ」
「次ちょっと見に行ってみよう
かな」と言う感じになるんじゃないのかなと。
「家から試合が始まり、家に帰れば試合が終わる」と言う
形にしていったら良いんじゃないのかなと思ってます。

舟

津

ありがとうございます。仰る通りだと思います。
我々がアウェーとかに行きましても、スタジアムだとか駅だとか、移動の段階からユニフォームを着
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舟

津

ている方が結構いらっしゃるんですよね。車でスタジアムに着ている方も家からユニフォームを着てき
ているであろう方が結構いらっしゃって、正直北九州はまだスタジアムへ行く過程でユニフォームを着
ている方はまだ少ないなという印象は確かに持っておりました。
私も恥ずかしながら、本城に車で行く際は駐車場に停めて、車の中で着替えるというのが多かったで
すが、来年になると恐らく電車で行く機会が増えると思いますので、その時は出来るだけ自宅から着る
ように意識しますので。貴重なご意見ありがとうございました。

参加者Ｂ

すいません、後に立っている方がかなりいらっしゃるので、奥の方にパイプ椅子が積んであったと思
うんですが、出された方が良いのではないでしょうか？

舟

津

大変申し訳ございません。ご案内が漏れておりました。もし真ん中の席が空いているようでしたら、
席詰めのご協力をお願い致します。
予想以上に多くの方々に来て下さって、非常に光栄でございます。引き続き、ご意見等々ある方いら
っしゃいましたら、お願い致します。

参加者Ｃ

お疲れ様です。こういう活動をされているという事で、凄く良いなと思って賛同する者なんですけど
も、今シーズン中盤に差し掛かって作られた団体だと思うんですが、正直まだどういう活動をしている
かというのが見えて来てないんですよね。具体的に言うと、選手バスの入り待ちを２回程されましたよ
ね。それぐらいしか解らない。
Ｊ３で迎える来シーズン、どういう活動をされているのか教えて頂ければと思います。

舟

津

今後の活動展開についてですが、現在、クラブが取り組んでいるサポサポ活動と言うものがございま
す。そちらの方に NERDS 名義で登録させて頂いておりまして、応援体験ゾーンの展開を考えておりま
す。初めてスタジアムに来られた方にタオルマフラーを配る等、応援の雰囲気と言うのを感じてもらえ
る活動をやって行きたいなと。こういう風に考えております。
また、これは直接スタジアム応援とは関連が無い活動かも知れませんが、退団選手の送別会をやれな
いかなと考えておりました。
今シーズンにつきましては、かなり押し迫って来ている段階なので、ほぼ実現は難しいのかなと考え
ておりますけれども、北九州を去る選手、それまで北九州のユニフォームを来て闘ってくれた選手の方々
に対して、何か最後の・・・お別れ会って言うしんみりした形にはあまりしたくないんですが、そう言
った形で皆さんが参加出来るような会を催す計画を立てております。
この退団選手の送別会のモデルとさせて頂いているのが、川崎フロンターレの応援団体がやっている
選手送別会で、練習場や市民会館を借りて毎年開催しているんですね。サポーターの方々にもかなり好
評であると言う事で、それに似た企画が出来ればと。ただ、クラブ及び選手の方々のスケジュール等々
の調整も発生する事も鑑みて、現状では企画段階とさせて頂いております。

参加者Ｄ

Ｂ席で普段応援している者なのですが、恐らく KITAKYU NERDS の皆さんはゴール裏で今シーズン
ずっと活動されて来たと思います。
スタジアム応援の振り返り・反省点・改善点と言うテーマと言う事なので、まずはゴール裏での改善
点と言いますか、今ゴール裏がどういう状態であるのかと言うのを教えて頂ければなと思います。

舟

津

ゴール裏に関して言いますと、後半戦、特に最後の２～３戦は率直に凄くまとまった応援が出来たな
と言う印象なんですけれども、ただ我々はゴール裏の中に居ますので、他の席の方からの評判と言いま
すか、そういったものが入って来づらいところがあります。
開幕当初から比較しても、形になって来たなと言うのは感じています。昨年までコールリードをやっ
て来られた方々が入場禁止と言う形になった中で、今年１年コールリードをやって来られた団体の皆さ
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んには感謝しております。
ただ、色んなご意見がある中で、今までゴール裏の団体が１つしか無い事でその団体にかなりの負担
がかかっていたと思うんです。批判等もそこに向けられてしまう雰囲気もありました。
KITAKYU NERDS の発足の動機は、
「純粋にゴール裏に来たい」と言う方に対して間口を広げると言
う点が大きかったんですが、他の席の方が現在のゴール裏に対してどう思っているか、そう言ったご意
見が欲しいのが正直なところです。すみません、回答になっていないかも知れませんが。

参加者Ｄ
舟

津

具体的な行動パターンと言うのはお解りにならないんですか？活動スケジュールと言いますか。
スタジアムに入ってからの行動スケジュールと言う事でよろしいでしょうか？
ゴール裏で活動されている方のほとんどがキックオフ３時間前にスタジアムに到着し、２時間４５分
前から横断幕掲出作業を始めると。大体その時間が１５分程でしょうか。
その後はスタジアムで時間を過ごし、キックオフ１時間前になるとスタンドに戻り、選手が入場して
来たタイミングでチャントを開始すると言うのが大まかな行動スケジュールですね。

参加者Ｅ

まず質問したいのが、今日来られている皆さんが普段どの席で応援されていて、そしてゴール裏で応
援されているのかを知りたいのと、もし皆さんが良ければ、各席から見てゴール裏に対してどう思うと
か、もっとこうして欲しいとか、皆さんなりに外から見た印象を教えて頂ければと思うのですが、いか
がでしょうか。

舟

津

ありがとうございます。それでは早速お伺い致しますが、普段メインスタンドで見られている方・・・
３分の１と言うところでしょうか。バックスタンドで見られている方・・・少なめですね。ゴール裏で
見られている方・・・一番多いですね。

参加者Ｆ

ついでに、来年どの席で見る予定かも聞けたら嬉しいです。

参加者Ａ

その席を選んでいる理由とかも聞けたら・・・。

舟

津

わかりました。では引き続きで恐縮ですが、来シーズンメインスタンドとバックスタンドで見られる
方は・・・あ、意外と少ないですね。では残りの方は全てゴール裏で検討されていると。ありがとうご
ざいます。

参加者Ｇ
舟

津

クラブの体制がはっきりしない限りは、観戦に行くかすらわからないです。
なるほど、それも１つのご意見ですね。了解致しました。
それでは改めて、各席から見たゴール裏の印象をお聞かせ頂ければと思います。言える範囲で構いま
せんので。今日皆さんに一番お伺いしたかったのは実はそこで、せっかくこうして集まって頂いている
場ですから、共有させて頂ければと思います。

参加者Ｈ

Ｂ席で見ているのですが、Ｂ席からＣ席を見た時に、実際の距離的に遠いと言うのは凄く感じるんで
すよ。具体的に言うと、例えば『友よ』
（※選手入場時に歌う曲）を歌っていて、
『友よ』自体を昔から
良く知っている私が歌ってもリズムが合わないんですよね。要するにずれちゃうんですね。
もちろんリズムの問題もあるし、スタジアム音響の反響の問題もあるのかも知れないんですが、たま
にメインで見るともっと遠いんですよ。
『友よ』で言うと、２フレーズぐらい合わせて歌っているつもり
でもずれちゃう。なかなか一体となるには・・・あの歌自体の問題も確かにあるかも知れないです。ア
ップテンポの歌では無いので。私自身、とても思い入れの強い歌ではあるのですが、本当は別の歌に変
えて、合わせやすいような、もう少し短い歌の方が良いのかなと思わなくでもないです。それも含めて
全体的に遠いとは感じますね。
ただ、ホーム最終戦の水戸戦の時の最後の５分。これはバックスタンドも今までに無い盛り上がりで、
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参加者Ｈ

リードしている方がＢ席にはいるわけではないんですが、自然に「もう１点」って言うコールが初めて
一般のお客さんから出たんです。あの時はさすがに背筋がゾクッとするような感動がありました。
もちろんゲーム内容次第のところもあるでしょうけど、あの一体感みたいなものが来シーズンへ繋が
っていけば良いなと思いました。
また先日、新スタジアムの見学会に行かせて頂いたんですが、その際に市の担当者の方々から伺った
情報によると、ゴール裏の２階席がコアゾーン、１階部分が一般の方用という形になるのではないかと。
そうなった場合に、今までバックスタンドにいた方がゴール裏の１階部分に入るというのが想定される
かなと。屋根があり、そして距離的に近くなりますし、ゴールシーンとかも迫力があるところだと思う
ので。そういった意味では、ゴール裏の方々にとってはリードがしやすい環境が出来る、そこが期待出
来るのではないかなと思いました。

舟

津

ありがとうございます。これは私が聞いた意見の１つですが、本城のゴール裏は単純に試合が見づら
いと。それがなかなか人が集まらない原因の１つになっているのではないかと言う気はしていました。
新スタジアムのゴール裏に関してはその辺りに関しては一気に敷居が低くなるのではないかというと
ころも考えられますので、冒頭にも申しましたが、初めて来た頂いた方々に興味を持ってもらえるよう
に、どういった応援をするのが良いのかというのを模索していけたらと考えております。

参加者Ｉ

本日はお疲れ様です。私も以前はゴール裏に通っていたんですが、色々と騒動があったあたりからメ
インスタンドやバックスタンドに移って見るようになりました。
そういった意味ではしばらくゴール裏を離れた人間の一人としての意見ですけども、仕事等でよく街
中でギラヴァンツの話をしたりする事も多いのですが、会話の流れで「ちょっと見に行きませんか？」
となった時によく言われるのが、
「応援団が荒っぽい、怖いってイメージがあるんですよね」と言われた
事がやはり多かったです。これは過去にあったようなゴール裏での様々な騒動等も影響しているのだと
思いますけれども、新スタジアムではゴール裏やスタンドもあれだけ広く取られている中で、やはり初
めて見に来られる方も多いと思うんですよ。そういった方々に対する心理的なハードルを取り除く必要
はサポーターも考えなければならないと思います。
クラブによっては、
「ゴール裏は別に怖いところではないですよ、積極的に来て下さい、本当にゴール
裏は楽しいところですよ」とアピールしているサポーター団体もあると思うんです。
そういったところを、来シーズンから新スタジアムでゴール裏に人を沢山集める為にもやっていけれ
ばなと。ちなみに、私は来シーズンではゴール裏のシーズンチケットを予約しておりますので、そうい
う中で KITAKYU NERDS さん達の動きにも何かご協力出来ればなと思っております。

舟

津

ありがとうございます。冒頭でも触れさせて頂きましたが、まだまだそういったゴール裏に対しての
既成概念やイメージと言うのが残っているところが多いと思いますので、まず我々としましては、横断
幕の作成作業もこれから始まりますが、
「ゴール裏においでよ」とか「ここに来れば北九州を叫べるぞ」
とか、そういったニュアンスの横断幕を作成する計画を考えております。言葉で言い続けるよりは、ま
ずは視覚的に解りやすい形で示した方が手っ取り早いと思いますので、我々としてはそういった形で活
動して行きたいと思います。

参加者Ｊ

すみません、ゴール裏でやっている者なのですが、印象として「怖い」って言うのは失礼なんじゃな
いですか。

舟

津

失礼と言うのは？

参加者Ｊ

いや、失礼じゃないですか？

参加者Ｋ

いやでも、実際にそういう声があるって言う事ですよ。
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参加者Ｊ

いや、言ってしまえば、話した事も無い方から「怖い」と言われても・・・。それは違うと思います
けど。私もあなたの事は知らないですから。

参加者Ｋ

でも、私もあなたの事は知らない。私の事を第一印象で見て「怖い」と思う方もいるでしょう。あな
たについても同じ事が言えると思いますが。

舟

津

すみません、よろしいでしょうか。まず、
「怖い」と言う印象自体が、個人を指しているわけではない
と思います。ただ、スタンスと言うのはあって良いと思いますよ。

参加者Ｊ

でも、ゴール裏に以前居らっしゃったのであれば、
「怖い」と言う印象を持たれたとしても「いや、そ
うでもないですよ」とか言えないものなのでしょうか。

舟

津

個人レベルではその都度、そう言われた際に「そうでもないですよ」とは仰っている事もあるとは思
います。そうした印象に対して解せないお気持ちは私も凄く解ります。やっぱり、現状でも「怖い」と
感じられる方もいらっしゃれば、
「そうでもないんじゃない？」と感じられる方、両方いらっしゃると思
うんですよ。
逆に言えば、例えば手の込んだゲーフラなんかでもそうですけど、ゴール裏でちょっと面白おかしい
事をしていたら、
「うわ、何かあそこ気持ち悪いね」と思われる方もいらっしゃれば、そうでなくて「何
か面白い事やってるね」と思われる方もいらっしゃる。恐らく、それと一緒じゃないかと思います。
「怖い」と言う印象に対して納得がいかないかも知れませんが、別にそういったものを変えて欲しい
とかそういう事ではないんですね。ただ、そういった印象を持たれていると言う事も頭に入れて頂けれ
ばなと。
１０人が１０人、１００人が１００人「怖い」と思っているわけではないと思いますし、スタンスは
スタンスとして貫いて頂く形でも良いと思います。それとは違ったスタンスの団体もあるでしょうが。
そう言った声があったからと言って、別に折れる必要も無いんじゃないかと思います。

参加者Ｈ

我々からしても、例えば浦和レッズのゴール裏は一見すると「怖い」と思ったりしますもんね。それ
と同じ事だと思いますよね。

参加者Ｅ

逆に、ゴール裏を離れた方々が、そういったものが原因となって離れたのであれば、それは然るべく
検証すべきですよね。団体に所属している方々に限らず、サポーターの皆さんが今後どうして行きたい
か、サポーターの方々１人１人がゴール裏に対して様々な考え方を持たれていると思うんですね。それ
ぞれが思う事は自由ですし、今後、ゴール裏を増やす為にどうしたら良いかと言うのは、１つの方向と
してまとめていかなければならないと思います。
結局今問題になっているのは、大きな団体さんが１つあって、その方々がコールリードをしてくれて
いる。その点については凄く感謝していますし、その応援があったからホーム最終戦の水戸戦もあれだ
け盛り上がったのだろうと。
個人的な話にはなりますが、私も元々ゴール裏に居て、途中からゴール裏の中でのいざこざだとか、
応援の仕方に対して色々と思うところがあったので、メインに移動しました。
正直、ゴール裏に対しては負のイメージを持っています。ですが、水戸戦はバックスタンド同様に、
メインスタンドでもかなり盛り上がったんですね。それはプレーもそうですし、あれだけ皆が声を出し
て歌っていれば、メインスタンドでも知らない人までも拍手とかをしてくれる。そういった雰囲気って
凄く大事だと思うんですよ。
どちらかと言うと北九州は『修羅の国』とか言われたりする事に対して酔っていたりしている雰囲気
もあると思いますが、あの凄く良い雰囲気を継続して行く為には、やはりゴール裏がそういったところ
を変えて行かないといけないと正直思います。そうして行く為には、やはり KITAKYU NERDS さんだ
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参加者Ｅ

けではなく、他団体の方々も交えての協議だとか、先程「スタンスを貫く」とは仰っていましたが、ど
ちらかを排除するとかではなくて、話し合って行く事で良い部分は良い、伸ばすところは伸ばす、悪い
部分に関しては、解決策を探って行く作業は必要になって来るのではないかと。
実際、他のクラブなんかはそうした形で成り立っていると思うので、人を増やす為、そして増えて行
く過程でそういった話し合いは必要になって来ると個人的には思います。そこで『一党独裁』的な雰囲
気になってしまっていて、インターネット上でお互いに誹謗中傷をし合うだけに終わってしまっている。
それが今の北九州の応援の全てだと思います。

参加者Ｆ

いつもＢ席で見ています。Ｂ席から見てのゴール裏の印象は、今年は凄く頑張っているなと思いまし
た。以前は選手が練習している時に応援のコールがあまり無かったと思うんですが、今年は凄い応援の
声が聞こえてきて、人も段々増えて来て、飛び跳ねているのも見えて来て、ゴール裏の人達は頑張って
いるなと感じています。
ただ、新スタジアムになった時にゴール裏だけで４０００もの席があると。今の北九州の観客動員数
からして、本城に来ていた人全員がゴール裏に行っても席が余るような状況の中で、どうしたらスタジ
アムが一体となる応援が出来るのだろうという不安材料と言いますか、そうする為にゴール裏の方々が
「ゴール裏に人を集めたい」と果たして思っているのかなと。
KITAKYU NERDS さんからはゴール裏に人を集めようとしている姿勢は凄く感じるんですけど、他
の方々は果たしてどう思っているのかなと。
「自分達が楽しく応援出来れば人なんて来なくていいや」な
んて思っているのかなとか、そういった事が自分達では全然解らないんですよね。
ゴール裏に多くの方々が集まれば、また水戸戦のような雰囲気は作れると思うんです。
シーズンパスに関しては凄く悩んでメインにしたんですけど、みんなでゴール裏に人を増やしたい、
一杯にしたいって気持ちが盛り上がってくれば、ゴール裏に行っても良いかなと思ったりするんですよ
ね。
先ほど「怖い」って言うイメージを持たれている方がいるって言う意見がありましたけど、世の中に
はそう思っている方々は沢山いると思うんですよ。
私はＪリーグが始まってサッカーを見るようになって、ギラヴァンツに関してはニューウェーブの時
代からたまにですが見に行っていました。その際に、アウェーとかでもゴール裏の方から「もっと中の
方へどうぞ」と言われても、
「いや、やっぱり良いです」って言う感じでして。ゴール裏の応援って言う
のは独特なので、何となく近寄りがたいって言うイメージは元々凄く持っていました。
でも今、毎試合応援に行くようになってからは、
「意外とそうでもないな」って初めて解るんですよね。
要は全くサッカー観戦を知らない人が、サッカーの応援をイメージしただけで「何だか怖い、近づき
たくない」と思うのは何もギラヴァンツに限った事では無くて、サッカーを見てない人にとってはそう
なんじゃないかと。

参加者Ｄ

私もＢ席で見ているのですが、先ほどから「怖い」と言うイメージについての意見が続いていますけ
ど、別に見た目そのものを変えて欲しいと言う事ではないと思うんですね。
これから新スタジアムで人が増えて行く中で、凄く怖い、逆に優しいような顔の方もいれば、女性や
家族連れ、様々な方が応援に来てくれる中で、たまたまギラヴァンツの場合は強面の方がゴール裏に沢
山いたっていうのが、そういったイメージがついてしまった原因だと思います。
先ほどの方と重複しますが、Ｂ席から見てもゴール裏の人数が凄く増えたなって思います。その中に
はご家族連れの方もいらっしゃったり、女性の方も結構増えて来たりしているなと感じるんです。
それを考えると、怖い人は別に優しくなくても良いと思うんですよ。暴力はいけないですけど。例え
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参加者Ｄ

怖い人がいても、割合的に女性が多ければ傍から見ても「怖い」とは感じませんよね。
そういった感じで人数が増えて来て、
「女性でも排除されない」とか「年配の方が入ったとしても飛び
跳ねなきゃいけない」とか、色んな縛りが無くなって、
「誰でも入って来て良いんだよ」と言う風な雰囲
気があると良いかなと。
声を叫ぶ人はそのまま全力で叫んでもらって・・・と言う風に、ゴール裏の中でも様々なスタイルが
あると裾野も拡がるんじゃないかなと。様々な色と言いますか、楽しみ方が拡がるとゴール裏に対して
の「怖い」
「行きたくない」イメージと言ったものも無くなって行くとは思いますね。

舟

津

ありがとうございます。やはり今までは北九州のゴール裏イコール「怖い」とか「ちょっと行きづら
いな」と言うイメージはあったと思います。様々な、多様なスタンスを持った方々が構成しているとは
まだまだ言えないかなと。
やはり、ゴール裏に関しては寄合的なイメージを構成される事も大事だと思います。
我々KITAKYU NERDS が発足した際に各所で言われたのが、コールリードを担当している現団体の
敵対組織じゃないのかと。そのつもりは全くございません。
応援に際して、単一の団体に負担をかける事はあまりよろしくはない状況と思います。そうした中で、
我々としては出来る事をやろうと。出来る事を考えた中で、やはりこれから新スタジアムに移るにあた
って、ゴール裏の魅力を少しでも感じてもらいたいと言うのがあります。そこにもし来て頂けるのであ
れば、別に「怖い」とか「怖くない」とかは関係無いと思うんです。お客さんが増えると言う事は、き
っと様々な要素を持ち合わせた方も増えると思います。そこは今までスタジアムに通っていた我々の腕
の見せ所と言いますか、上手く導いて行く事も必要なんじゃないかなと。
やはり、スタジアム応援と言う切り口だけでも様々なご意見があると思います。その中で「私だった
らこういう風に出来るよ、これがやれるよ」と言うようなお知恵を借りなければいけない場面が出てく
ると思います。
そうしたご意見やお知恵を束ねると言う意味で、年明けにはなるかも知れませんが『サポーター連絡
協議会』的なものを、我々北九州のサポーターも発足させるべきではないかと私は考えております。
例を挙げれば、京都サンガＦ.Ｃ.・湘南ベルマーレ・ジェフユナイテッド千葉等のクラブで発足されて
います。京都の場合であれば、事務局があり、その下に応援歌作成員会、応援向上委員会、と言った様々
なテーマを持った小委員会が配されている構成になっております。
それぞれのテーマの中でご意見を出し合い、その中で出たご意見を吸い上げる核のような組織を作っ
た方が、皆さんのご意見も反映されやすくなるんじゃないかと思います。
そこでお聞きしたいのですが、仮に協議会をスタートするとなった場合、参加出来るよと言う方はい
らっしゃいますか。
・・・３分の２ぐらい、非常に多いですね。ありがとうございます。
協議会と言う形を取る事で、団体同士の一方通行の議論に終始する事無く、サポーターの寄合的に議
論を進める事で、クラブが云々と言う形ではなく、
「サポーター同士で話し合ってこういう形で決めまし
た」と言う形にも出来るかと思います。今年は特に皆さんクラブに対して言いたい事はあるでしょうが、
様々な意見をクラブに提言する際にも、個人個人で伝えるよりは説得力も生まれてくると思うんですね。
本日スライドでは作成しておりませんが、協議会を発足するに当たって『ギラヴァンツ北九州サポー
ター連絡協議会要綱』を案ですが作成して来ましたので、参考として一部を読み上げさせて頂きます。

①名称
当会は『ギラヴァンツ北九州サポーター連絡協議会』と称します。
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舟

津

②目的
当会は、ギラヴァンツ北九州を応援する個人・団体の応援活動を支援し、より良い応援活動の実現を
目的とします。
③参加資格
ギラヴァンツ北九州を応援する個人・団体であれば、特別な資格は問わず、誰でも参加することが出
来ます。
④活動内容
定期的にミーティング（総会）を開催し、応援活動に関する話し合いを行います。また、当会発案の
応援活動を参加者の協力により行うこともあります。

とりあえずここまでですが、ほぼ京都サンガＦ.Ｃ.サポーター連絡協議会の要綱を参考に作成している
ものです。発足に当たっては我々KITAKYU NERDS だけでなく、他団体やサポーターの方々との擦り
合わせも必要になって来るかと思いますが、来シーズンの開幕までに何とか形に持って行ければと考え
ております。
参加者Ｅ

何度も申し訳ありません。そうして行くにあたって、KITAKYU NERDS さんだけでなく他団体の方々
にも参加して頂かないと協議会と言う形にはならないと思います。協議会を設立するにあたって、他団
体の方々、今日は個人として来られていると言う事ですが、そういた方々のご意見も伺えればなと思い
ます。

参加者Ｋ

すみません、今回、団体に所属しているけれども個人として来られている方がどう思うかに関しては、
意見を言うと団体としての結論として取られかねない、誤解を招く可能性があると思いますので、ここ
で聞かない方が良いと思います。また別の機会を設けて、団体の代表の皆さんや今日お越しになってい
る団体に所属している方々を集めて話し合われた方が良いかと。
それと、私は現在入場禁止になっている団体代表の方と１０年来交流をして来まして、今年はゴール
裏を離れてＡ席から見ておりました。そこから見て、全体的な盛り上がりで見ると、正直まだまだ盛り
上がってはいないかなと。
Ｂ席はＢ席で他の活動をされている方がいらっしゃる。Ｃ席はＣ席で声を出されている方がいらっし
ゃると。私としては、KITAKYU NERDS さんにはそれぞれの団体を束ねる接着剤的な役割を期待して
おります。今回協議会を立ち上げると言う事で、それに関してはお任せ致します。何かご協力出来る事
があればご連絡頂ければと。
また、ゴール裏の人数を増やそうと思って皆さん活動されておりますが、全体的なスタジアムの観客
数を増やさない事には、ゴール裏の人数を増やす事にも繋がらないと思うんですね。その辺りの考えを
お聞かせ願えればと。

舟

津

仰る通り、スタジアムに来て下さる方自体の数を増やさない事には、ゴール裏と言うのも選択肢の１
つとして入って来ないと思いますよね。
ここまでゴール裏に特化したご意見が続きましたけれども、集客と言う点に関しましては、クラブに
限らずサポーターの方々１人１人が広告塔としてプロモーションを行う事も大事だと思います。
例えば、現在はスマートフォンも普及していると思いますし、どちらかと言えばインターネットを見
てもネガティブな意見がクラブに対して多い中で、
「こういうところが面白いよ」だとか、ポジティブな
意見も発信して行く事も大切になって来るのではないかなと思います。我々KITAKYU NERDS として
もそうした活動はやって参ります。
10 / 18

参加者Ｋ

インターネット・ＳＮＳを利用して、と仰いましたが、北九州の場合、そうした環境に無い方がほと
んどだと思います。
私なりの提案にはなりますが、お孫さんの集客が期待できるご年配の方々に向けての情報源として、
各地区の公民館や市民センター等の施設を利用して、地域の方々にアピールする取り組みをされてはい
かがかなと。
もちろん、KITAKYU NERDS さんだけのお力では出来ないと思いますので、他団体の皆さんも協力
して行って、皆さんで草の根的に出来ないか、もちろん私に出来る事は協力させて頂きますけれども。
本当は今日、団体の代表の方々が来られると思っておりましたので参加させて頂いたんですが、そう
いった意見もあると言うところで考えて頂ければなと思います。

参加者Ｆ

今のご意見を聞いた上での意見となりますが、新スタジアム内の会議室が公民館の値段程で借りられ
るそうです。４月から利用可能と市の方から伺いました。
そういったところで何かイベントをやるだとか、ピッチを見ながら会議を出来たりすると。各団体さ
んが何かイベント企画する時とかは、そういったところも活用したら良いんじゃないかと思います。

参加者Ａ

ただ、新スタジアムの会議室でやると言うのはまだ敷居が高いんじゃないかと思います。
今日来ている方は、ギラヴァンツが好きで興味を持っているからこそこの場に来ているわけですよね。
私は今大野城に住んでいるわけですけど、それこそ嫁さんに頭を下げて、何とか時間をくれと言ってこ
こまで来ているわけです。
今増やさなければいけないのは、ゴール裏以前にやはりギラヴァンツを見に来てくれるサポーターに
なる前のファンの方だと。先ほど別の方が仰っていたように、公民館等に目に見える形で告知をする事
が大事だと思います。そういった方達にとって、ゴール裏と言うのはまだまだ敷居が高いかなと。
ただ、最初は別の席で見て頂いて、その時にゴール裏って目に入るわけじゃないですか。
そこで、楽しそうな応援しているなと思われた方が、観戦にも慣れて来て、ギラヴァンツが段々好き
になって来た方がゴール裏に行ってみようかなと思うんですよね。
先ほどから舟津さんが「ゴール裏の人数を増やしたい」と仰ってますけど、私はその前にギラヴァン
ツを見に来る人、興味を持ってくれる人を増やさない事にはゴール裏の人数も増えていかないのかなと
思っております。
ＳＮＳも普及して、凄く効果も出やすいとは思いますが、北九州は政令指定都市で一番の高齢化率で
もありますし、市政だより等の様々な媒体で告知をして、まず知ってもらう事から始めた方が良いんじ
ゃないかと思います。

舟

津

今回はスタジアム応援についての振り返りと言う事でゴール裏に限った話をさせて頂きましたが、や
はりまずスタジアムに足を運んで下さる方を増やさなければいけないというのは感じております。その
為に何が出来るかというところも考えていかなければならないと。
ただ、個人個人で提案をしてもなかなか実行に向けては難しい側面もあると思いますので、繰り返し
にはなりますけど、そういった事も協議会に盛り込みながら話し合えれば、少しでも良い形になってい
くと思います。

参加者Ｌ

すみません、裾野を拡げるという話からまたコアな話になってしまうんですが、今シーズンはアウェ
ーの応援が大変そうだなと私は現地で見ていて感じました。
協議会の話とも繋がるのですが、昨年まで居た団体さんがいらっしゃった時は、代表の方が１人で全
試合に行かれていたという風に聞いているので、それにファンやサポーターの方が引っ張られて来たと
いうのもあったと思いますが、先ほど舟津さんがおっしゃられていたように、１つの団体が責任を被る
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参加者Ｌ

必要は無いと思うところもありまして、今現在コールリードをされている方にも負担が集中しているの
かなと見ていて思いました。
もちろん、ゴール裏の方々も仕事や家庭だったり、様々な事情があってなかなかアウェーに行けない
と言うのは理解出来るので、例えばそうした時に、横断幕を持って行くだったり、横断幕の掲出を手伝
うだったり、少しでも負担を和らげられるような提案をコアグループの方からして頂ければ、アウェー
に行ける方で手を挙げてくれる方もいらっしゃると思います。少なくとも私は一年を通して、アウェー
で本当に大変そうだなと近くで見ていて感じておりましたので。
協議会を開く際には、そうした他の団体の方にもきちんと参加して頂ける手はずを整えて頂ければな
と思います。

舟

津

ありがとうございます。
ホームもそうなのですが、やはり特にアウェーの応援に関してはいつも決まった方が行かれていると
言う状況でしたし、限られた時間やお金の中で行かれている方に対しては本当に感謝しないといけませ
ん。その中で同じようにアウェーに行かれている方が、
「ここ頑張れるよ」とか、そう言った事が言える
場も必要かなと。
来シーズンは本当に遠征するにも大変なアウェーが多くなります。移動手段に於いても、例えばツア
ーまで行かなくても少人数でも集まってレンタカーを借りてプチツアー的な事が出来れば、それはそれ
で面白いんじゃないかと思います。
協議会というのは集客・応援・その他様々な小委員会を置く形でやっていけると思いますので、そう
いった事も盛り込みながら話し合える組織に出来ればなと考えております。
本日こそ KITAKYU NERDS 主催のミーティングと言う形を執らせて頂いておりますが、何れは皆さ
んが集まっての協議会と言う形で催せればと思っておりますので、その際には皆さんのお知恵をお借り
したく思います。

参加者Ｋ
舟

津

すみません、確認ですが、協議会と言うのはクラブから独立した組織と言う認識でよろしいですか？
その通りです。あくまでクラブ主導といった形では無くてサポーター主導で動いて行きましょうと。
そうする事で、クラブに対しても発言力を高められるのではと考えております。

参加者Ｄ

皆さんのご意見が沢山出ているわけですけれども、何かを変えるにあたって、まず私達が１つになっ
てベクトルを１つに揃えると言う事で、ファン・サポーターの裾野を拡げる活動が出来るようになると。
そこで、今日はメインでコールリードをされている団体の方が個人として来られていると思っていな
かったので、今日折角お見えになっていると言う事でお聞きしたいのですが、実際コールリードされて
いる方が何かを手伝って欲しいと思われているのか、逆に本当に凄く大変だと思われているのか、楽し
い応援と言うのをそもそも目指し、許容出来るのかどうなのか、今までその辺りが解らなかったので、
今日はそれを伺う良いチャンスかなと思ったので、良かったら聞かせて欲しいと思います。
個人としてはなかなか団体としての意思表示が出来ないかも知れませんが、ここに来られている方が
折角来ているわけですし、これから皆さんで協力し合ってやって行こうという心持ちで皆さん集まって
来ていると思うんですね。なので、コールリードされている方がどのような人となりなのかって言うの
は純粋に聞きたいと思うのですが。

舟

津

参加者Ｄ

今まではそういったところがなかなか解らなかったと言うか、見えて来なかったと。
そうです。個人的にお話しさせて頂いたコールリーダーさんもいらっしゃったので、お話してみたら
凄く良い方だったと言うのもありましたので、知る良いきっかけにはなるんじゃないかなと。
見た目が「怖い」とか言われる事に対して本当はどのように思っているのかなと。そういったところ
12 / 18

参加者Ｄ
参加者Ｍ

をお聞きしたいなと思います。
皆さんお疲れ様です。今の件に対して個人的に反対意見にはなるんですが、個人として参加されてい
ると言っても団体の方でもありますので、そこで発言をされると団体としての意見と見なされると思い
ます。今回でも、舟津さんは KITAKYU NERDS として発言されているわけで、団体は団体で集まる機
会をまた別個に設けた方が建設的な意見も出るんじゃないかと。以上、提案させて頂きます。

舟

津

そうですね、やはり個人ではなかなか発言として出来かねる事もあるかと思いますので、そういった
場を別途設けさせて頂いた際には、他団体の方にも参加頂ければと思っております。

参加者Ｅ

１人１人の意見を共有する為にこうして集まる事は、何も誰かに対して敵対的な考えを持っているか
ら集まっているわけではなくて、先ほど別の方からも発言がありましたけれども、１年間を通してアウ
ェーに行って思った事もあると言う事で、恐らく他団体の方も意見があると思うんですよね。これから
はやはり協議会と言う形で、団体に所属している・いないに関わらず参加出来る場所を作って発言し合
っていく事が大事なので、私に関しては他団体の方々との繋がりは無いので、繋がりがある方々がそう
した場所を作って欲しいと言うのが私の願いです。
先ほども別の方から出ましたけど、個人として発言してしまうとその方も何かと大変だと思いますの
で、やはりそこは団体の代表者の方が来られるべきだと思いますし、逆に言えば今日は KITAKYU
NERDS さんが主催と言う事で個人での参加になっていると思うのですが、サポーター同士の意見交換
の場と言うものを作っていかないと、話は前に進まないと思います。

舟

津

ありがとうございます。大変申し訳ございませんが、現在１６時１９分になりましたので、ここで一
旦休憩を挟ませて頂きます。お手元の時計で１６時３０分に再びお集まり頂ければと思います。

休憩（１６：２０～１６：３０）

２．その他質疑応答
舟

津

１６時半になりましたので、再開させて頂きます。区切りが良いですので、②その他質疑応答に移ら
せて頂きます。とは言っても先ほどからの引き続きになりますが。どなたかご意見はございませんでし
ょうか。

参加者Ｈ

協議会を立ち上げるに当たって、やはりクラブやスタジアム内での活動と言うより対外的な行動と言
いますか、発言力を高めて行くのが良いかなと思いました。
その中で何点か危惧しているのは、昔は本満会さんと言うのがあって、昨年まで居た団体の代表さん
が代表を兼務されていたと思うんですけれども、やはり代表と言う形を作ってしまうと、協議会として
非常に難しくなってしまうのではないかと。
例えば KITAKYU NERDS さんが代表として協議会と言う形になれば、KITAKYU NERDS さんが主
体の組織のように捉えられかねないかなと。そこはもう一度皆さんで話し合って行くべきだと思います。
やはり重要なのは、協議会として動く事でクラブに対しての発言力を高めると言う事だと思います。
その為にはクラブ側と折衝する部署なり役割を決めて、ある程度対等に意見を述べ合える関係を構築す
べきだろうと。
特に来シーズンはホームで１６試合しか無いわけですし、今シーズンと比較しても５～６週も試合が
無い週が発生するわけですよね。例えば、協議会主催で選手を呼んでスタジアムを見ながらの交流イベ
ントを開催したり、そういった対外的にアピールとなるイベントを開催したりしても面白いんじゃない
かと思います。
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参加者Ｈ

一番大事だと私が思うのは、新しくファン・サポーターになってくれるかも知れない方々は、今のフ
ァン・サポーターの横にしか居ないと言う事です。誘ってもらえる環境を我々で作っていかねばならな
い。そこに向かってどう取り組んで行くかと言うのを皆さんで話し合っていければ良いかなと思いまし
た。

舟

津

ありがとうございます。こういった堅苦しい形式だけでは無くて、選手との交流イベントや、純粋に
楽しめるイベントの企画も協議会内で話し合えればなと言う風には考えておりました。
今回で言えばスタジアム応援、それに派生して集客等のテーマについて話し合う、あるいはただ単に
ギラヴァンツを肴に皆で一杯やるような、リラックスした企画を協議会と通して設けて行くのも良いか
なとは思います。

参加者Ｌ

今シーズン、KITAKYU NERDS さんの活動の中でユースの応援と言うのがあったと思いますが、１
年でＪ２に復帰すると言うのはクラブとしても大きな目標ではあると思うんですが、ユースが比較的強
い他のクラブは、万一の事があっても戦力をユースから吸い上げられると言うのがあります。
北九州のユースはまだまだ人数も少ないですし、これから強化して行こうと言う段階ではありますが、
来シーズン以降も KITAKYU NERDS さんはユースの活動のサポートを継続して行くお考えはお持ちで
しょうか。

舟

津

はい、考えております。私自身が初めてＪユースカップを観戦したのが３年前、本城サブグラウンド
で行われたガンバ大阪ユース対ギラヴァンツ北九州ユースの試合でした。
それまではユースの試合だから誰も応援には来てないだろうと考えていたのですが、ガンバ側ではユ
ースの選手達の横断幕を掲出されていて、２～３人で太鼓を叩きながらコールをされていたんですね。
その瞬間が、北九州はユースの応援をされている方はいないんだなと思ったのがユースの応援につい
て考えるきっかけとなりました。
それから３年経った今年、アウェー東京ヴェルディ戦の翌日に神戸で行われたＪユースカップに駆け
付けました。私以外にも５～６名のサポーターの方々が集まって頂いて、簡単な手拍子やコール等、手
探りで応援させて頂いたわけですけれども、それが終わってユースの子ども達や親御さん達から「応援
に来てくれてありがとう」と、こちらが恐縮してしまう程に次々に御礼の言葉を頂きまして、
「これはも
う来年も続けなければいけないな」と強く感じました。
私も不勉強でしたが、ユースの試合自体は年間通してかなり開催されているんですね。来シーズンは
出来る限り足を運んで応援して行きたいと考えております。
目的としましては、ユースの子ども達もトップチームの選手達同様、北九州を代表して戦っている事
に変わりはありませんし、我々としては等しくサポートして行く事で、少しでも彼らの力になれるよう
に頑張りたいなと。それは来シーズンも継続してやらせて頂きます。
特別な事は出来ませんが、ユニフォームを着て子ども達に声をかけるだけでも違うと思うんですね。
我々がユースの応援をやらせて頂く際にはまたＨＰ等々で告知致しますので、もしお時間のある方が
いらっしゃれば駆け付けて頂ければ幸いです。

参加者Ｎ

外部から失礼致します。今日は取材に来ているわけですが、今回こうした形でサポーターが自主的に
話し合える場が作られて議論が進んでいる中で、残り時間も少ないわけですが、外から見ていて、今回
の議論を無駄にしない為にも継続性は持たせるべきだと思います。
協議会の設立よりも前の段階で、サポーターが集まってきっちり話し合える場を作るという事で、そ
れを KITAKYU NERDS 主催でやるのか、あるいはサポーターの集合体という形でやるのかというのも
含めて、協議会と言う形になるに何にしろ、サポーターズミーティング自体を続けられる場と言うのを
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参加者Ｎ

今この場で、残りの時間でしっかり決めて次に繋げる話をされた方が良いと思います。若干話がとっ散
らかっている印象を受けるので。
次回開催する際には皆さんが前を向いて、舟津さんが代表として前に出て喋ると言う形では無くて、
他団体も交えて皆さんでしっかり話し合える場を作るべきだと思います。それが次に繋がると思います
し、皆さんが今日集まった意義もあるのかなと思います。ご提案にはなりますが。

舟

津

ありがとうございます。我々KITAKYU NERDS としてもミーティングは継続して行こうと考えては
おりますが、先ほど申しましたギラヴァンツ北九州サポーター連合会の第１回と言う形で、是非年明け
に開きたいと思います。
その為には組織体制についてもその場で話し合う必要があるかと思います。個人個人で何が出来るか
と言うところを話し合えれば幸いかなと。スタジアム応援と言っても様々なジャンルがあると思います
し、その中で様々なご意見を吸い上げつつ、各委員会で話し合った内容を事務局がまた吸い上げると。

参加者Ｎ

そこに入る前の話で、細かいセクションを決める前に、協議会発足の為の準備委員会と言いますか、
そうしたところを残りの時間で決めるべきだと思います。

参加者Ｋ

いきなり委員会を立ち上げたとしても、他団体の皆さんも納得せずに反発すると思いますし、設立す
る為に意見交換の場と言うのも設ける必要がある、そういう事だと思います。
ですので、KITAKYU NERDS 代表である舟津さんと他団体の代表の方で、どういう風な組織を構築
するか具体的な話し合いの場を設ける必要がありますよね。

舟

津

参加者Ｋ

補足ありがとうございます。そういう流れで理解致しました。
他団体の方も、協議会を設立する意思があるのか確認した方が良いですよね。最低でも日程を決める
ところだけでも。

参加者Ａ

それをこの場で、公開の場でやってしまうと言いたいことが言えなくなってしまうじゃないですか。
団体の方は今日に関しては個人として来ているわけですし。

参加者Ｌ

一旦団体の方に持ち帰って頂いてもう一度話した方が良いのでは？日程だけでも早く決めた方が良い
とは思いますが。３月開幕なので出来るだけ早い方が良いかなと。

参加者Ｅ

まずは団体さん同士で日程を話し合って、そして他のサポーターの方々が話し合いに参加出来る場を
１月中に設定する方向が良いんじゃないかと思います。
今日は KITAKYU NERDS さん主催のミーティングなので、私達のような団体に所属していないサポ
ーターの方々からもこういった意見が出ましたと言うのを KITAKYU NERDS さんから他団体の方々に
伝えて頂いて、改めてサポーターも参加出来る場を用意して頂けるのが理想です。

参加者Ｋ

その後に、参加出来る方だけでも新年会を・・・。堅苦しい場だけでなく、そうした楽しみもあって
良いですよね。

参加者Ａ

その際は折角ですからサポートショップでやりましょう。我々サポーターがサポートショップを利用
する事で、
「ギラヴァンツを応援するとメリットがあるんだ」とサポートショップ側が思ってもらえれば、
他のお店でも「ウチでも応援しよう」といった流れが出てくるかも知れませんし。

舟

津

了解致しました。今日出たご意見というのは一度持ち帰らせて頂いて、準備会の日程等々も近日中に
決めさせて頂きたいと思います。一応、１月の早い段階でやりたいと思いますので、改めて他団体の方々
と擦り合わせを致します。

参加者Ａ

凄く失礼な質問かも知れませんが、今現在、サポーター団体はいくつあるのですか？私自身、年に１
～２回程しか観戦に行かないライトなサポーター、と言うよりはファンみたいなものなので、その辺が
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参加者Ａ
舟

津

全く把握出来ていないので。
現在は４団体ございます。ゴール裏で応援している団体に限って言いますと、Kitakyushu8501 さん・
北九州威駄天會さん、そして我々KITAKYU NERDS の３団体、バックスタンド、本城の旧Ｂ席で応援
されていたのがギラガールズさんの１団体という構成です。

参加者Ａ

協議会が発足した場合、団体に所属していないサポーターの意見と言うのは反映されるものなのでし
ょうか？仮にそうでないのであれば、団体に所属した方が良いのかどうなのか迷っているところでもあ
りますが、団体に所属していないサポーターの意見を吸い上げる場としての協議会であって欲しいなと。

参加者Ｊ

団体に所属する必要というのはありません。団体によってはメンバーを構成するに当たって、ちょっ
と言葉は悪いですが人を選んでいる部分もあるので。
所属していない人は所属していない人で、協議会の準備会というのを企画して、その中で話し合いを
して頂いて、そこで議論されてまとまった意見を、舟津さんを通して他団体に伝えて頂く、と言う形を
取るのがスムーズに行くかなと思います。

参加者Ａ

正直申しまして、今日のミーティングについても何について話すのか知らない人が多いのではないで
しょうか？まず今日何について話すのかと言うのを明確に皆さんに知らせておかないと予習も出来ない
し、言いたい事も整理出来なかったと思います。

参加者Ｊ

次回ミーティングを開催する際には、団体に所属していないサポーターの中で「来シーズンどういっ
た応援をしたいか」という１点に絞ってテーマを据えて開催すれば良いかと。その方が話も解りやすい
ですよね。

舟

津

大変申し訳ございません。私の勘違いで、それが今日だという風に認識しておりましたが、それは協
議会設立に向けて、改めての話し合いと言う認識でよろしいですね。

参加者Ｈ

第１回のミーティング（ＧＳＭ０１）を経て、今日がその協議会の話になるんだろうなと思ったので
すが。

参加者Ｌ

今まで、応援に対して様々な意見を吸い上げる場が無かったこともあると思います。皆さん色々思っ
ているけどそれを発する場がありませんでしたから、こうしてサポーターの皆さんが集まって、いざそ
ういったものを発しようと思ったら少し収集がつかなくなってしまうのもあるかなと。

舟

津

ご指摘の点は重々承知しております。今回は KITAKYU NERDS としてのミーティングでありまして、
テーマとしてはスタジアム応援についてざっくりとした形で設けさせて頂いておりまして、協議会に向
けてという形ではテーマを設けておりませんでした。ただ、流れの中で協議会に向けた話にしていかな
いと、結論ありきで話し合いを進めて行くのも私的にはいかがなものか、
「それは違うだろう」と思いま
したので、その点に関しましてはご了承ください。

参加者Ｈ

舟津さん以外に、こうした機会を設けて下さる方はいらっしゃらないと思いますし、舟津さん以外の
方が呼びかけても恐らくこれだけの人は集まらないとも思います。そういった意味では、皆さん舟津さ
んに期待していると思いますよ。

舟

津

そう言って頂けると凄くありがたいです。今日のミーティングは協議会設立に向けてのたたき台とし
て捉えて頂ければなと思います。今日様々なご意見が出ただけでも凄くありがたいと思っておりますし、
そうしたご意見を束ねられるだけの組織というものを作らないといけないと改めて強く感じておりま
す。

参加者Ｄ

すみません、協議会というのは、団体の方同士で話し合わなければいけないものなのですか？
団体に所属されていない個人の方々というのは、個人の方々で別に集まるという形になっていたと思
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参加者Ｄ
参加者Ａ

いますが、協議会が発足した際に『個人親方』という感じで参加する形でも大丈夫なのでしょうか。
ですから、そうした個人の方々の意見を舟津さんの方でまとめて頂いて、その中のどなたかが団体の
代表者の方が集まる会合に出席しましょうと。そういう流れだったんじゃないですか？

参加者Ｄ

ですが、個人の方々でもそれぞれ違う意見がおありになると思うんですけど。

参加者Ａ

ある程度意見をまとめていかないと、収集がつかなくなりますよ。ですので、そうした意見をまとめ
る場を１度開きましょう、ということですよね。

参加者Ｄ
舟

津

すみません、理解致しました。
まずはそういった場を我々で設けさせて頂くと。日程に関しては年明けの早い段階、１月中にやりた
いと思います。

参加者Ｆ

今の話の流れだと、協議会に参加するのはサポーター団体の代表の方だけになってしまうという事で
しょうか？それは少し違うのかなと思いますが。

参加者Ｊ

人が多すぎたら動物園みたいになってしまうでしょう。話がまとまりません。

参加者Ｆ

そうだとしたら、例えば今回の場合であれば団体の代表の方４人で話し合って決めるという事です
か？実際に協議会が発足してからの話だとすればですが。

参加者Ｏ

私としては、大きな団体の方達が団体に所属していないサポーターの代表者の方達とまず大枠を決め
て、それを今度は協議会という大きな場で、皆さんで話し合いましょうという形にした方が良いかなと
思いますが。
まずメインのところを団体の代表者で決めて頂いて、決まったことについて皆さんで話し合いましょう
という形に持って行った方が、段取りとしては解りやすいですよね。

参加者Ｋ

準備会へ向けての話と、協議会へ向けての話が今ごっちゃになっている感じですので、一旦整理しま
しょう。
まず、準備会では協議会へ向けた大枠を決める為に４団体が集まって話し合いをすると。その後に、
協議会内での内容として、団体に所属していないサポーターの声はどう取り入れるかというところを、
その段階で決めれば良いと思います。

舟

津

了解致しました。準備会はなるべく早い段階で行いたいと思います。
スケジュール等々の兼ね合いも皆さんあるかとは思いますが、来年１月２２日に仮の開催日程とさせ
て頂きたく思いますが。

参加者Ｋ

ひとまずはその日程で決めておいて、それに向けてのたたき台はもう少し早くても良いんじゃないか
と思います。

参加者Ｐ

準備会の日程に関しては、今の話の流れであれば４団体の代表の方が集まって後日決めると言う形で
も良いと思います。

参加者Ｉ
舟

津

参加者Ｋ

ちなみに現在、４団体の代表の方はそれぞれ相互に連絡が取れるようにはなっておりますか？
はい、その点は問題ございません。
可能性としての話ですが、今日お集まり頂いた方々の中で、新規の団体を立ち上げるという方が居な
いとも限りません。そういう方も排除しないという形で進めた方が良いかと。

舟

津

了解致しました。
大変申し訳ございません。１７時を少し回ったところになりました。協議会の準備会として、また日
程を決めて擦り合わせをやって参ります。
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終わりに
舟

津

本日は長時間、Giravanz Supporter Meeting －GSM02－にご参加頂きありがとうございました。
非常に様々なご意見を賜り、今後のスタジアム応援について我々も改めて真剣に考え、そして検討を
重ねて少しでもより良い形で実際のスタジアム応援にて反映出来るように努力して行きたいと考える次
第です。
ただ、我々だけでは本当の意味で『一体感のある応援』は成し得る事は到底出来ません。少しでも多
くの方に、ゴール裏に来て共に声援を送って頂きたい。そして少しでも多くの方に、スタジアムに足を
運んで頂けるようにプロモーションを今まで以上にして頂きたい。１人１人がサポーターであり、クラ
ブの広告塔であると思います。我々もそれを肝に銘じてより一層頑張って行く所存です。
来シーズンに向けて、共に手を取り合って今一度頑張って参りましょう。新スタジアムで、その前に
オフの間にもお会いする機会が増えるかとは思いますが、その際にはよろしくお願い致します。
また、この場をお借りしましてイベントのご案内をさせて頂こうと思います。前方にご注目下さい。
１２／３１（土）に小倉ベイホテル第一１階のギラスピリッツにて、カウントダウンパーティーを開
催したいと思います。堅苦しいテーマは抜きにしまして、皆で新シーズンの話題に花を咲かせながら、
純粋に来たる新年を祝おうと言う飲み会に出来ればと思っております。
また、当日はユニフォームを持参・着用の上、八坂神社に初詣へ行く企画も計画しております。新ス
タジアム元年、心身ともに気持ち良くギラヴァンツ北九州を愛する皆様と共に迎えられれば幸いでござ
います。
詳細は追って KITAKYU NERDS のＨＰ・ＳＮＳにて告知致しますので、お時間のある方は是非ご参
加頂ければと思います。以上、ご案内でした。
これにて Giravanz Supporter Meeting －GSM02－を終了致します。重ねまして、本日はご参加頂き
ありがとうございました。お気をつけてお帰り下さい。それでは皆様、良いお年を。

以

18 / 18

上

