東京 ホ ッケー協会第 9回 理事会議事録
日時 :平 成 28年 11月 15日 (火 )18:30〜 21:00
場所 :品 川総合体育館会議室
出席者

:(理 事 )和 国明仁 、一川邦彦、正 田実、河原茂光、青木剛 、菅野芳哉、
鍋 田茂子、三宅正美
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。

承認事項 】
【
1.第 8回 T麒 理事会議事録 は問題 な く承認 され た。
2.2017年 度強化体制 につい て
強化委員会 か ら基本方針 (案 )出 され 、検討 を進 めた結果 、次回理事会 で最終決定
とす る事 とした。

3.専 門委員会細則
各委員会 は 2017年 基本方針 に基 づ き業務 を見直 し承認後、募集委員 を各委員会
に割 り当て、招集す る事 とした。

討議事項】
【
1.2017年 度 T臥 基本方針について
①競技人 口を増やす。
・ ジュニア教室 → 少年チーム
・ シニア大会 → マスターズ
。ママ さん大会
②大きな大会を開 く。
・駒沢対応 (大 会運営を経験)
・競技役員 の育成、審判 の育成
③東京 のチームを強 くする
。国体チームの強化
・高校生 の レベルア ップ
。成年 (男 子)の 強化
その他、生涯 スポー ツであること、五輪競技であ り学校授業で行 うことの重要性等
訴える意見があつた。

2.第

3国 連絡会 の開催について

報告事項】
【
1.五 輪施設 の進捗状況
。
10月 11・ 12日 の両 日に亘 り五輪施設整備計画 についての打合せ が行われた とい う。
出席 したのは FIH、 J臥 、東京都、」OCで ある。後利用 について東京都オ リパ ラ準備
局 と FIH、

JMの 間に意見 の隔た りがあつた模様 である。

。そ の後、」
HAに 東京都 オ リパ ラ準備局 よ り後利用 について再 度 メール で質問事項 が
届 い た とい う。脚 の回答文 には東京 都 関連 の使用計画 が含 まれて い なかつたので 、
急速、TllAの 要望 を提出 した。
・」HAに 対 して東京都 と後利用 の打 ち合 わせ がある際 は、必ず THAを 同席 したい と申
し入れた。
・東京都 へ の要望書 の 中で 、Tmの 基本方針 を述 べ てお り、 「競技人 口を増や し、大
きな大会 を開催 し、強 い東京 を 目指す」 として い る。

2.駒 沢公 園事務所訪 問
・ 10月 29日 に 」
HA中 村事務局長、THA和 田会長、一川副会長 で駒沢公 園事務所 を訪
問 した。雨中、福沢 サー ビス課長 に現地 を案 内 していただいたが、競技施設 として
はやや不完全 なもので ある。
・駒沢公 園側 は来年 8月 頃を使用開始 の 目途 とし、今年末 には関係団体 の来年度 の要
望 を取 りま とめた い として い る。

3.品 川 区 。大 田区のイベ ン ト開催状況
・ 品川 区はオ リパ ラ課 の 「ホ ッケー教 室」 が 11/12の ミニ ゲーム大会 で終了。 12月
〜3月 にかけて、小 中学校 5校 で 「ホ ッケー教室」 を開催す る。
・ 大 田区は、 10/10区 民 スポー ツまつ りで 「ホ ッケー体験」 を実施、今後、 11/19仲
六郷小学校 、2,3月 には 「ホ ッケー教室」 を開催す る予定。

4.シ エ ア OB・ OG交 流戦 の状況
・11/13予 備大会 を実施 した ところ、70名 余 り集 ま り、今後 の継続 の見通 しがた つた。
「シ ニ ア大会部会」 を 6名 指名 し、普及委員会 の下で活動す る。

5.会 計 の状況
確認事項 】
【
次回、理事会 開催 日は 12月 10日 (土 )と す 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。
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