東京本 ッケー協会第 13圏 理事会議事録
饗時 :平 成

3月 11日 (勢 1000… 1200

"年
:1総
場所 :品 ′
合体育館会議室
出席者 :(蒻 和圏明仁、一川邦彦、河原茂光、正 田実、林正巳、菅野芳哉、青木剛、
、
鍋轟茂子、三宅玉美、創 ￨1誠治
10名 中 10名 の理事の出産があり、本理事会は定足数を満 た し、開催 された。
[承 認事項】

1.第 12回 踊4理事会議事録は問題なく承認 された。
2.新 規委員 2名 が承認 された。
3.搬 正会員の I129年度継続登録状況を確認 し、一部未登録の正会員もあるが、H29年度新
規登録 4チ ームを合わせ、正会員全てに グ2震 懇 総会招集状を送る事が承認 された
I報 告事項】
￨1理詞
礎
̲.2/19に 「シエア&レ ディーズホ ッケー大会」カミ
開催 され、盛況であった。 (右 り
2.「 ジュニア育成地域推進事業」の事業報告があり、 「ジュニア教室」を 12回 開催 し、

累計 700名 を超える受講者があつた。 (三宅理事)
3.「 ジュニア特別強化事業」として、高校生 ウィンター リーグ及びホ ッケー クリニ ックを実
￨1理 事)
施 し、3/20の 男女 クリニ ックを予定 してい る。 (右 メ
4.東 京都オ リパ ラ準備局 との後利用打合せについて (一 月理事)
・ 2/15東京都オ リパ ラ準備局と五輪施設 の後利用説明会 があ り、脚 とともに出席 した。
・ オ リパ ラ局から、3棄 末に 「大井ホ ッケー場後利用」の最終まとめを公表 したい。
・ 後利用では 「アス リー トファース ト」 と「都民 ファース ト」の両立を 目指 したい。
。具体的な 「大井ホッケー場」の利用人員 として年間 20万 人を目標 とし、少なくともホッ
ケーでは 7万 5千人の利用を約束 して欲 しい との話 があつた。
・ その後、オ リパ ラ準備局からTIn会 長名で 2万人 f」IIAは 5.5万 人)を約束するレターの
提出を求 められ、 これに応えている。
ll理 事)
5。 駒沢競技場優先使用受付について (一 り
。優先受付で、日本 リーグ 9/23、 24、 12/16、 17の 4日 間、社会人 リーグ 11/11、 12、
関
東学生 リー グ 9/10、 10/1,14、 11/5、 19、 23、 25、 都高体連 9/18の 実施が確定 した。
・ 動沢事務所 より10/9の 「体育の 日」 にホッケーのイベ ン トの依頼があつた
。9月 は確定で使用料は日本 リー グ (有料)38,500円 /日 、他は 2Q000円 /日 である。
・ 10月 か らは若千の値上げが予定されてお り、3月 都議会で決定される。
・ 駒沢事務所よリホ ッケー競技に係る大会の優先申込みは THAで 一本化 し、競技団体で
協議 して 日程配分 した方がや りやすいのではないかとのア ドバイスがあつた。
6̲五 輸関連委員会関係報告 (正 田理 勤
・ 品川区か ら1ま 厖9年 度ホ ッケー教室開催 にあたつて、 「上級 。中級」にクラス分けする
案が出てお り、チームを作る事 も構想 している。
・ 大田区も徐々に活性化 している。

疇

】

1.関 東協会理事会について
。関東 ホ ッケー協会理事会を を15(Jに 予定 している。
・ 関東協会￨ま 会長、事務局を 2年 任期の持ち回 りで行つてお り、今年度は交代期である。
・ プロック選出 Л塾 理事、プ ロック競技長、ブ ロック審判長 の再任をお願い したし、
。その他、議題 としては H28年 申
告・決算報告、H29年 度事業計画・予算案である。
事業計画では関東中学校新人大会の援助 を新規に実施する方向である。
士)に 行 う。
次回の理事峰ヨま、4月 8日 走
上記洗議を確証するため、本議事録が作成 さえ
臥 会長及び副会長が署名捺印 した
平成 29年 3月 11日
東京ホ ッケー協会
銭
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