東京 ホ ッケー協会第 2回 理事会議事録
日時 :平 成 29年 5月 13日 D10:0012:00
場所 :品 川総合体育館会議室
出席者 :(理 勤 不日田明仁、―lll邦 彦、正 田実、河原茂光、青木剛、菅野芳哉、林正 巳、
鍋 田茂子、三宅正美、和 ￨1誠 治、 (監 事)箸 本明雄、小池文彦
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10名 中 10名 の理事 の出席 があり、本理事会は定足数を満 た し、開催 された。
(二

承認事項】
【

1.2017年 第 1回 THA理 事会議事録承認
異議なく承認 された。

2.総会議事録、改定規約及び H29年 度組織体制の公開について
総会議事録は理事会承認事項ではないので、議事録署名人の署名 をいただいたとこ
ろで直ちにホームページに掲載する。 この際、総会 で決議 された改訂規約 も併せて掲
載す る。また、委員会制 に基づ く別添の組織表を併せてホームページに掲載 したし、
委員 の氏名掲載 については継続検討 とした。

3.THA委 員

タッフ)承 認 について
都体協交付金事業並びに駒沢実行委員会の体制強化を図るため委員を補充 した。
(ス

4.関東協会理事会報告
4月 15日 に関東協会理事会・総会が開催 され、事業報告・決算が承認 された。H29

年度予算 については関東ブ ロック開催の大会への補助金を若千削減 した。 ブ ロック主
催競技役員 。審判講習会 の出納を関東協会予算に織 り込むこととした。THAは H28年
度で幹事協会 としての任期 を終了 し、栃木協会への引継ぎを行 つた。
5。

国体ユニフォーム瀞 鱗こついて
成年男子、成年女子 のユニフォーム各 1式 を約 60万 円の予算で購入する事 とした。

報告事項】
【

1.ヵAチ ーム・選手登録状況について
林田さんを総務 スタッフに加 え、鍋田理事の指導の下、作業を進めてい る。5月 10
日を登録期限 としたが、54チ ーム中 17チ ームが未だ未登録である。

2.H29年 度都体協事業方針について
4月 27日 に者5体 協事務局長会議 があ り、―lll理 事が出席 した。文科省 が 「第 2期 ス

ポー ツ基本計画」を立案 した。

3.東京都認定アス リー ト推薦及び五輪候補選手強化事業について
東京都 オ リパ ラ準備局スポーツ推進部にお願い し、提出期限を lヶ 月延長 していた
だいた。 ジュニア代表に選出される選手を 認定アス リー ト」 に推薦 したい。
￨・

4.駒 沢委員会の活動について
。駒沢第 1球 技場で予定されているイベ ン ト、試合は次の通 りである。
7月 8・ 9日
駒沢球技場改修工事竣エオープニングイベ ン ト
9月 10日
関東学連秋季 リー グ戦
9月 18日
都高校選抜大会 (男 子)女 子は駒場開催を計画 している。
9月 23・ 24日
男子 日本 リー グH2
10月 9日
体育の 日イベ ン ト
10月 14日
関東学連秋季 リー グ戦
11月 5日
早慶戦
11月 11・ 12日
関東社会人 リー グ 入替戦
11月 23日 、25日 関東学連秋季 リー グ戦 入替戦を実施する公算が高し、
12月 16・ 17日
男子 日本 リー グ最終節
3月 16〜 18日
女子実業団 トップ 4リ ー グ戦
・駒沢球技場改修工事竣エオープニングイベ ン トについて
屋内球技場においてバ レーボール協会 と共同での開催 となる。 8日 に開所式、9日
に体験イベ ン トがともに屋内球技場で実施 される。駒沢公園運動場では展示 コーナー
に東京五輪 1964当 時のステ ィック、ボール を飾 りたい として、探 している。
・ 10月 9日 体育 の 日イベ ン トの企画はこれか らである。
・3月 16〜 18日 の女子実業団 リー グについて
THA主 催 と考えてい るが、JHA、 日本 リー グ機構 との調整 が必要である。競技役
・
員 審判員 を THA競 技長・審判長 にアポイン トをお願 いできれば問題は少なレ、 経
費は入場料で賄 う事を考えている。
・H30年 度の優先申込みについて
6月 末提出となつてお り、Tmと して全ての土 日曜 日を抑 える予定で準備 したい。
協議事項】
【
1.則 総会質問事項について
HA総会での質問事項を協議 し、以下の質問を行 う事 とした。
」
① 強化について
リオ五輪 の反省 と課題
HA強化方針 と強化委員会の役害1
」
外人 コーチ選任の経緯 と期待
② 「大井ホッケー場」のレガシー
施設を残すための戦略
競技人 口・施設利用者の拡大策
当面の駒沢球技場の活用
③ 登録について
登録戦略について
マスターズ種別 と2重 登録について
ヽ
旧B2劉 豪への移 子

④ 正会員について
正会員 の権限と責任について
正会員 の数、任期について
「する人」 「見る人」 「支える人」 とい う言葉がある。
正会員が 「する人」中心になってい るのではない力、
都道府県協会 と各競技団体の位置付け
競技人 口の 1割 を超える競技役員の位置付けが不明確ではない力、
競技団体 としての 日本 リー グの役害Jと 日本 リー グ機構の位置付け
⑤ 理事候補者の推薦ついて
正会員 として理事を選任する権限 と責任を与えられている。
理事候補者の推薦理由 (推 薦委員会議事録の公表)
再任理事候補には l128年度の理事 として業務執行報告及び 屁9年度の業務課題
新任理事候補 の抱負 (具 体的に)
⑥ 脚 として方針
JHAと しての長期方針はあるの力ゝ
理 としての今年度の重点施策はあるの力ゝ
「大井ホッケー場」を レガシー として残す。そのためにすべきこと。
「大井ホッケー場」のナショナル トレセン化 。
ワール ドカップ 2022の 招致
⑦ 理 の難 執イ
静障 J
これ らの長期方針、重点施策を実行するため理事会は機能するの力ゝ
業務執行体制は具体的にどうなるの力、

2.虚 9年度品川区 。大田区体験ホッケー教室等の実施について
毎週のようにホッケー教室を開催 している。

3.法 人化の取進めについて
特段の進展はなかった
次回は 6月 10日 (土 )品 川総合体育館を予定 している。
当日は午後か ら脚 総会があ り移動を考慮 した開始時間としたし、
上記決議を確証するため、本議事録が作成 され、会長及び副会長が認 捺印 した。
平成 29年 6月 10日
東京 ホ ッケー協会
会長
和田 明仁

わJJ浮 仁6)
副会長
一川 邦彦
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