東京 ホ ッケー協会第 3回 理事会議事録
日時 :平 成 29年 6月 10日 (D9:30〜 11:30
場所 :品 川総合体育館会議室
出席者 :(理事)不 目田明仁、→ ￨1邦 彦、正田実、青木剛、菅野芳哉、林正巳、鍋田茂子(
゛゛ や
=宅 正美、 (″ サづヽ→近藤聡史
10名 中 8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。
議
締 報 】
【
1.2017年 第 2回 研換理事会議事録承認
第 2回 議事録を問題なく承認 した。
2.収益事業決算書並びに税務申告 について
東京五輪 に関わるホッケー競技普及に資する活動を積極的 に推進 した。 当該活動は
対価をともな う収益事業 と見なされると判断 し、必要な税務申告手続きを行なつた。
3.都 体協加盟団体分担金並びに協賛寄付金支払いについて
都体協 より6月 30日 までに、TllAの ①焼約、②総会議事録、③役員名簿、C鵬 8年
度事業報告及び決算書、 C彪 9年 度事業計画及び予算書の提出を求められている。
7/31ま でに lH29年 度加盟団体分担金 10万 円、賛助寄付金 13万 円の納付を行 う。
4.脚 総会議案及び決議対応について
脚 総会において執行部提案 に対 し、脚 正会員は賛成票を投 じることとする。
5.鶴 ヽ委員 (ス タッフ)承 認について
スタッフに応募 された方を全てスタッフとして承認 した。
:

報告事項】
【
チーム・選手登録状況について
・ 全 55チ ームの登録があり、新規 4チ ーム (一般男子 2、 一般女子 1、 高校女子 1)、
昨年度登録チームの うち未登録が 2チ ァムであった。
・ 新たに 班B登 録が実施 されたが、問題の残るシステムであった。
・ 動ヽ年会費の納付を JHAチ ーム・選手登録 と併せて登録チームにお願 い したが、そ
の取扱いを丁寧 に説明するとともに、明確 にすべ きとの課題 が生 じた。
・ 理 は今年度より「マスターズ」登録を加 え、種別登録を徹底する との方針であつ
たが、 一般男子・ マスターズ男子への 2重 登録問題が解決せず見送 りとなった。
→ ЛAは 「マスターズ登録は他種別 との重複を問わない」 として解決 したい醜

1.脚

2.l― 129年度都体協事業について

。 6月 9日 に都体協代表者会議があ り、―JII理 事が出席 した。
・ 都体協助成金がほぼ予定通 り交付 される。
。 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は、東京者
『オ リパ ラ
準備局に締切期限を lヶ 月延長 していただいたが、結局期限切れ となった。H指 定
選手以外で東京都認定アス リー トに推薦すべ き選手が現れた場合は再折衝 したい。
3.駒 沢委員会の活動について
。 6/3・ 4日 本 リー ダ、飯能会場、栃本会場の視察 を行ない、駒沢開催の課題が見つ
かった と考えている。
・ 7/8・ 9駒 沢球技場改修工事竣工開所式が予定 されてい る。 (4.項 で詳述する)

。

10月

9日 体育の 日イベ ン トについて駒沢運動場 より企画立案から実施までを依頼
されてい る。
・ 3月 16〜 18日 の女子実業団 リー ダ戦について 、 日本 リー グに参戦する女子実業団
チームより賛同が得 られた。 THA主 催 と考 えているが、今後 理 、 日本 リーグ機構 と
の調整が必要である。経費 は入場料で賄 う事を考 えたが、実業国からは宿泊・旅費
は自己負担可能 とのご意見をいただいている。
・ H30年度の優先申込みは、6月 末締切 となってお り、THAと して全ての土 日曜 日
祝 日を抑 えるつ もりで準備 したしゝ 事前に関係競技団体の意向を確認 してお くつ も
りである。
4.駒 沢球技場開所式について
。 7/8・ 9の 駒沢球技場改修工事竣工開所劫 'ベ ン トは、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。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
りたいので、探 している。
・ 7/8。 9開 所式同 日に内覧会が実施 され、各団体 3名 までの参加が可能なので、
関係競技団体 に連絡 したし、
5.国 体強化について
。 5/31に 都体協 ヒアリングがあった。
・ 5/20関 東ブ ロック大会ホ ッケー競技組合せ抽選会が群馬県で開催 され別紙の通 り
決定 した。
。 国体関東 ブ ロック大会のエ ン トリー締切は 7月 11日 である。
。 国体強化練習 日程及 び都体協競技力向上委員の視察 日について調整中である。
・ 6/18都 高体連指導者講習会は、少年男女の選考会を兼ねて実施する予定である。
6.関東 ホ ッケー協会関係
・ 上記関東ブ ロック大会組合せ抽選会に菅野理事が出席 した。
・
関東 ホ ッケー協会分担金 7万 円を納付 した。
7.東京都オ リパ ラ準備局の動向
。
「大井ホ ッケー場」 に対する東京都の基本的な考え方について FIHに レターを送
るとしてい る。 ホ ッケー場に揃 える備品について 理 、盟Aに 問合せが来ている。
,

次回開催 7月 上旬を予定 している。
上記決議を確証するため、本議事録が作成 され、会長及び副会長が署名捺印 した。
羽成 29年 16月 10日
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