
「フェニックス南魚沼」事前打ち合わせ 
２００５・１２・１ 事務局にて 20:00～ 

出席者 阿部淳、青木貴史、上村 康、山田 長広 
 

１、１２日から募金集めを開催する。 
２、第 1回の案内文の送信について（顧問にも送ること） 
メール担当 山田、 ｆａｘ及び電話担当 阿部 淳 

３、第 1回開催日２００５年１２月１２日（月） 
４、副実行委員長 上村 康、 湯沢商工会の誰か、 山田 長広 
５、郵便局 払込取り扱い票 阿部淳と高野実行委員長が作成する   
裏面に南魚沼市長（淳か上村政司か目黒）、湯沢町町長（北原担当）、高野実行委員長（上村康担

当）からのコメントを記載する。（依頼文作成者は阿部淳。） 
６、サブタイトル 白銀に舞い上がれ フェニックス 
７、１２日当日の次第作成とホームページ作成担当 山田 長広 
８、上越国際スキー場、石打、後楽園、シャトー（塩沢担当 青木）、ミナミスキー場（ハブキ忍さ

ん）への協力依頼。 
９、報道関係（青木担当）ｔｅｎｙ、ｂｓｎ、ｎｈｋ、ｎｔ２１、ｎｓｔ 
１０、 南越新聞、魚沼新報、新潟日報、毎日、朝日、読売、ｆｍ新潟、ｆｍ雪国、 
１１、 郵便局の口座名 「フェニックス南魚沼実行委員会 委員長 高野武彦」 であるが払込票

には個人名が記載されない方がベターである。 
１２、 実行委員会に花火師の本田和憲（小千谷ｊｃの次年度ブロック事務局長） 
１３、 六日町観光協会長 南雲 勇 
１４、 募金箱の設置（ジャスコ、ララ、イエローハット、山田電気、ケーズ電気、各ホテル、ポン

しゅ館、ハリカ、和光薬局、伊勢新石油、魚の里、観光協会敷地内など。。） 
１５、 駅での募金活動を依頼 
１６、 ポスターＡ２サイズ、協力店にステッカー配布 
１７、 ワンコインの一枚が一粒の花火になり、 
１８、 長岡にあるＱ２システムを活用できないか？（１コール３００円０９９０－５－２２１１

１） 
１９、 協賛金担当 井口 司 募金担当？ 
２０、 募金活動のスケジュール作成 湯沢駅ＸＸ日とか！  
２１、 ちらし（払込取扱票）１万枚１２万円 
２２、 会計、中井君 
２３、 次回開催日 １２月９日（金）１９：３０～ 



「フェニックス南魚沼」事前打ち合わせ２ 
２００５・１２・９ 事務局にて 20:30～ 

出席者 阿部淳、青木貴史、上村 康、山田 長広、 
小野塚 徹、井口司 
 

１、スキー場（苗場ＯＫ、シャトー、みなみ、神立、ガーラ、五日町、丸山ＯＫ、八海山、上越国際

ＯＫ、舞子、中里、花岡、湯沢高原、布場、ガーラ、）など廻る。 
２、１３日のプレゼン担当上村康、山田長広 

 
３、協賛金担当 井口司 
４、副実行委員長 上村 康（塩沢）、 湯沢商工会に依頼、 山田 長広（大和） 
５、協賛企業にポスター配布店舗 
６、次回開催日 １２月ＸＸ日（金）～ 



第一回「フェニックス南魚沼」実行委員会議事録 

期 日 2005年 12月 12日（月） 
時 間 19：00～ 
場 所 南魚沼市 金誠舘 
懇親会料 ￥4,000 

第一部 
1. 開会 
2. 実行委員長挨拶 高野 武彦 
3. 資料の確認  
4. 報告依頼事項 

１）趣旨説明（阿部 淳、廣井 晃） 
２）フェニックス南魚沼について（青木 貴史、本田和憲） 
３）組織について（上村 康） 
４）募金・協賛金について（山田 長広） 
５）その他（スケジュールについて、 

フェニックスシンボルマーク・カレンダー・ポスター・チラシなど） 
６）複数のグループに分け、意見等出し合って戴きます。 
・ 募金箱設置場所 ＜湯沢・塩沢・六日町・大和＞ 
・ 協賛金企業のピックアップ 
・ 花火企画案など 
・ 個人・他団体へ勧誘（実行委員会参加へのお誘い（２０歳若手メンバー）） 

７）その他（意見交換） 
・2/18加山雄三ミニコンサート（湯沢町のイベントと相乗効果をはかる 
・スキー場のポスターとタイアップ 
・ダイヤルＱ2 について。。。固定電話しか対応できない。また結果は収支トントンであり、
時間的にも勧められない。 
・ スキー場数（湯沢 23、塩沢６、六日町・大和 5、計 34箇所） 
・ 大和の商工会青年部だけ名前がないので、最後のお願いをするべき。 
・ 他の団体の名前も明記し、若者にもアピールすべき。 
・ 顧問を応援団にしたら良いと思う。 
・ 協力してくれる個人、団体をもっと実行委員会に入って頂く 
・ 実行委員会へは商売している人だけでなく広く声をかける 
・ 住民有志一同も歓迎すること（ＸＸママさんバレー、ＸＸ町内、ＸＸ消防団など） 
・ 被災者にあげる募金をあつめないのか？ 
・ 観光協会などの色々な箇所からも実行委員会に入って頂く 
・ 各町で 500発ぐらい上げるほうがベター。 
・ 関東に広報をかける（ニュースソースはまだ間に合う） 
・ 花火を１カ所の場所で上げるより広域がバター 



・ 観光客からの募金はイメージダウンに繋がるので再検討すべきである 
・ 長岡から頂いた種をうまく育てたい 
・ ３０数箇所で上げる花火はかなりアピール度があり、最高のイルミネーションになる 
・ 商工会青年部及び各人に何のお手伝いをして欲しいか支持してほしい 
・ 長岡では１６００件の振込みがありました。 
・ 募金箱を花火の空筒を使ったらよい 
・ 商工会の親会にも声を掛けて、個人での参加も募る 
・ 若手への参加を募る方針でいきたい。 
・ 湯沢の１００日ろうそくをしている事情を考慮して欲しい。湯沢住民は第一に１００日

ろうそく成功を優先しています。 
・ 広報誌に協賛金の振込み用紙がついたＡ４チラシが入ります 
・ 地域活性化になるようにして欲しい 
・ 区を使っての活動はいかがか？ 
・ これは強制でないので行き過ぎた協力依頼は控えるべきである 
・ 各自ができる範囲で結構です。 
・ 今回だけでなく来年以降も何かしらのフェニックスを継続していかなくてはいけない 
 

 
5. 次回委員会開催日の確認 
１２月中でチラシ作成後に開催予定 

6. 閉会 
 



第二回「フェニックス南魚沼」実行委員会議事録 

期 日 2005年 12月 29日（木） 
時 間 19:30 
場 所 事務局 
懇親会料 ￥0 

第一部 
1. 開会 
2. 挨拶 廣井 晃、阿部 淳 
3. 資料の確認 チラシ、ぽすたー、振込用紙 
4. 報告依頼事項 

１）経過説明（阿部 淳） 
  スキー場の件。 
２）経過説明（上村 康） 
  募金箱、領収書 
 
１、協賛頂いた企業に尺玉のレプリカを差し上げる 
（一定金額をクリアーした条件付きである。限定５個） 

２、職場から個人協賛戴いたら、トータルで結構な金額になる。 
３、福祉施設の方々からグッズを作成して頂ける 
４、協賛５万以上で２０個限定、先着順の案はどうか？。 
５、温泉施設など３尺玉のレプリカはプレミアがある。 
６、Ａ３サイズの事業計画書を添付する 
７、切手、携帯ふきストラップ、防災グッズや祭り会場、スキー場で聞く携帯ラジオ。ＦＭゆき

ぐにとタイアップで登校時にも使用できる。 
８、会場での物販テントは確保済み、１７０００円。 
９、名詞でサポートクラブを募集する。 
１０、 販売ブースの演出飾りなど。 
１１、 プロジェクターでフェニックスの物語などストーリーをＤＶＤ化する。 
１２、 プロジェクター機器手配担当、康 
１３、 会場に来た人しか見れない仕掛け花火。（リスク回避のため） 
１４、 今年成功しなければ来年は無い。 
１５、 役所に縮尺地図を頂く 
１６、 １月３０日（月）１３：００～長岡実行委員会全体会議あり 
 



第三回「フェニックス南魚沼」実行委員会議事録 

期 日 200６年 1月 10日（火） 
時 間 19:30～22:20 
場 所 事務局 

                            登録料 0円 
 

第一部 
1. 開会 
2. 挨拶 阿部 淳 
3. 資料の確認 今までの議事録 
4. 打ち合わせ内容 

１、塩沢はせっぷ祭りと重複、大和は裸押し合い、湯沢は１００日ろうそく。 
２、阿部３０万、井口３０万、メンバー４０万、OB８０社、一般５０社でトータル１７５万。 
３、２月１日記事、南魚沼市の広報誌１５日、湯沢２９日の広報誌で、チラシがはいる。 
４、経費６０万、花火２１０万。 
５、残り５０社（５０万）分は既存協賛会社に協力会社を紹介して頂き枝を広げていく。 
６、募金箱は５００円で満足されてしまう。市民など個人用として設置する。 
７、枝を作ってもらうために一人にノルマを与える。例えば一人４社（４Ｘ５千＝２万） 
８、駅で募金活動する。直前の土日２週間に渡って行う。本日飲み屋に募金箱設置する 
９、旅館に設置。 
１０、 １月 22日 10:30東京帝国ホテルで新潟県人会にもお願いする。 
１１、 委員会にお願いし、雪だるま方式で協賛金を集める。 
１２、 ＰＲは想いを伝えて口コミで実行する。 
１３、 PR用に 5個で記念の文字を入れてマスコミで訴える。 
１４、 ホームページに画像をアップする。 
１５、 新年会で説明する 
１６、 当日の花代に酒を振舞うなど！ 
１７、 広告を出すので協賛金は２月５日締め切りとする。 
１８、 芳名張に企業、個人名を記する 
１９、 レプリカ尺玉は５万以上の協賛金をいただいた方にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、２千、３千の貯金箱

は販売。個人は５千円以上で名前をチラシに入れるか否かであるが、件数が多すぎるので企

業のみとする。 
２０、 前日チラシ担当は協賛企業部隊が担当する。 


