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２００３年度 東京都ハンドボール協会第７回常務理事会議事録

文責 兼子

１．日 時 ２００４年 ２月２８日（土）１８：３０～２０：４５

２．場 所 東京体育館第４研修室

３．出席者 福地顧問、池田参与、島田参与、兼子理事長、大東副理事長、加藤副理事長、

兼田常務理事、内藤常務理事、那須常務理事、石井常務理事、川村理事、安田理事

大塚文雄（オブザーバー） 以上１３名

４．欠席者 渡邊会長、滝口副会長、福本副会長、佐野顧問、栗岩顧問、相原顧問、塩川参与、

福島参与、後藤参与、矢島副理事長、安藤副理事長、中山副理事長、樋口常務理事、

高柳常務理事 以上１４名

５．議題

会長、副会長欠席のため、兼子理事長を議長として資料の順に議事を進める。

（１）次年度都協会体制（理事長、事務局）について

次年度理事長を大塚文雄氏にお願いすることに決定した。大塚先生より今後の活動に対してご

協力を願うご挨拶を戴いた。また、事務局体制編成のため安田理事と川村理事に今回出席して

貰っている。

（２）日本ハンドボール協会事務取扱責任者会議（ ）報告2/22
川村理事が出席し、議事録の提出があった（追加資料最後 。説明は兼子理事長より資料に基）

づき簡潔に説明された。審議検討事項として「女性委員の選出」があり、都協会では中央委員

として堀理事、安田理事がメンバーである。事前に堀理事に要請をしたが、多数の方の参加を

望むので他の方を選出して欲しい旨の回答を得た。今回は兼子理事長に心当たりがあり、委員

の選出は理事長に一任された。

（３）関東協会理事会（ ）報告2/15
兼子理事長より議事録に基づき簡潔に報告された。審議検討事項として以下のものがある。

１）平成 年度 クラブ大会(ブロック)開催都県募集があったが、東京は大会が多いの16 U-15
で来年度は手を挙げないこととした。

） 。２ 関東少年少女大会 周年記念表彰に掛かる費用で各都県より 円出すことになった20 10,000
東京都協会表彰推薦者として、白石哲三理事を推薦する。チームは該当無しとする。

３）関東協会創立５０周年記念誌東京都割り当て分 冊( 円)があり、これを各チー290 580,000
ムに強制購入させる必要があり 円をどのように登録料に上乗せするかを検討する@2,000
必要がある。あとの平成 年度登録料のところで検討する。16

４）関東ブロック大会

・ジャパンオープン女子の関東枠が４なので３決は行わない。

・東クラブ選手権予選無し(ストレート)出場枠は北関東＝栃木、南関東＝東京(ＲＡＺＥ)

・関東少年少女大会は今年度より参加費（１０，０００円）を徴収することになった。

・国体関東ブロック大会（神奈川）で、関東協会創立５０周年記念レセプションを に行8/26
うので、各都県参加役員と各種別監督は出席のこと。

・関東中学生選抜大会の開会式には、全員参加のこと。

５）関東ハンドボール協会資料集は、冊子として各都県１０部を配布予定。

（４）東京都体育協会関連

１）国体関連（ふるさと選手制度、参加基準など）について簡潔に兼子理事長が説明した。

２）平成 年度競技力向上事業ジュニア特別強化事業募集があるが、高体連が該当となるが16
状況としては出来ないとのことで応募はしない。

３）第５７回都民体育大会競技団体担当者会議（ ）報告2/27
交付金は昨年度とほぼ同様であるので、現在の事務局から申請をしておく。大会日程に合

わせた対応をしなければならないので、担当者割り振りをする必要がある。 代表者4/26
会議の研修室使用許可証は川村理事に渡してある。 ２面作成が可能であり、クラブ連6/6
盟に使用させる。都少年少女大会も入れることは可能ではないか（要検討 。）

４）平成１５年度幹部中央研修会( )は、兼子理事長が出席する。3/10
（５）東京都協会関連

)平成１５年度事業報告（案）現時点までの結果などを入れた。1
)平成１５年度決算報告書（案）２／２５日現在2
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予定収入より少なかったが、大崎旧事務局からの預かり金が臨時収入となり、実質赤字は昨

年までよりは多少減る可能性はある。 選抜積立金は都高体連口座に振り込む。H18.3
)日本協会公認Ｊ級指導員養成講習会登録者一覧（２７＋３４名）大学生がほとんどである。3
)Ｃ級スポーツ指導員養成講習会専門科目判定結果報告（１７名合格、次年度受講予定者）4
)Ｃ級スポーツ指導員養成講習会収支計算書5
都協会負担金は都協会第２講師協力金で補うことにしているが、未払い金があるが若干赤

字になる。

)平成１５年度競技力向上事業決算書及び平成１５年度競技力向上事業報告書6
各種別に書類作成を任せているが、書類の作成方法について細かく口頭で説明する必要が

ある。

)平成１６年度事業計画書（案）現時点が判っているものは入れてある。7
)２００４年度東京都ハンドボール協会会議日程（案）新理事長の方針で会議日程を決める。8
)平成１６年度予算書（案）並びに東京都協会収入源確保案”個人会費”精度の導入（チーム9
登録料の撤廃）

関東協会創立５０周年記念誌購入代金( 円)は、都協会登録料制度の変更(実質値上@2,000
げ)があり負担増になることを勘案し、都協会としては収入源となるが半額 円を負@1,000
担するかたちとする。

”個人会費”は、一般 円、リージョナル 円、大学 円、L/A@1,000 @900 @700
高専・高校 円、中学 円、小学 円 とする。@500 @500 @300

強化費・補助金については、収入額に見合った金額で再計算する。また、ブロック大会補

助金、各団体事務局経費などを計上する。

)都協会後援のＨＣ東京ジュニアカップ大会が２／２９に開催される。10
)第９回 東京都予選大会について11 JAPAN OPEN TOURNAMENT
都クラブ連盟委託で行う。参加申込チーム男子９チーム女子１チームであった。

)平成 年度東京都高等学校春季大会予定。トーナメント表12 16
（６）その他

)平成１５年度東京都協会表彰について1
残り クラブ＝都クラブ連盟代表者会議（プレゼンターは佐野顧問に依頼済み）SAKURA

)都協会荷物倉庫について2
日本リーグ東京実行委員会と共同で貸倉庫を借りてはどうか（継続審議 。）

)都協会事務局体制について3
中央事務局は安田理事にするが、外部的な事務局所在地は大塚先生にしておく。

中央事務局の銀行口座及び郵便振替口座を開設する。

大塚新体制発足にあたり、兼田常務理事を副理事長に、川村理事、安田理事を常務理事に

することで了解した。

)松井ジャパンが世界選手権出場を決めたことを福地顧問より報告された。4
６．配付資料

①平成１５年度事務取扱責任者会議
)同会議議事録 )プロジェクト２１ )日本協会組織図 )審判登録数 )ステップ管理に関する通達1 2 3 4 5
)競技規則に関する通達 )平成 年度日本ハンドボールリーグ（日程表、活性化プラン等）6 7 16
)がんばれ１０万人会について )女性委員会の活動提案 )少年チーム活動活性化事業について2 9 2004 10
)ゴール等競技用具の安全管理について(通知) )物品注文書 )平成 年度国内・国際大会日程(案)11 12 13 16

②平成１６年度日本協会登録業務必携（東京都協会役員用）
③平成１５年度第３回関東協会理事会
)平成 年度事業報告 )平成 年度決算報告 )日本協会第３回理事会報告(抜粋) )平成１６年度事業1 15 2 15 3 4

計画(案)
)平成 年度予算案 )関東少年少女大会２０回大会開催記念表彰者及びチームの推薦について5 16 6
)平成 年度関東協会理事長会収支報告書 )関東クラブハンドボール選手権大会要項(山梨県)2 15 8
)関東社会人選手権大会要項(山梨県) )関東少年少女大会要項(栃木県) )国体関東ブロック大会要項9 10 11
(神奈川県) )関東中学生選抜大会要項(栃木県) )関東高等学校大会要項(東京都)12 13
)関東中学校大会要項(千葉県) )ＮＴＳ関東ブロックトレーニング要項(東京都)14 15
)関東高等学校選抜大会要項(東京都) )関東ジュニア選抜韓国遠征会計報告16 17
)関東協会創立５０周年記念誌について )第 回関東高校選抜大会結果18 19 18
)平成 年度全国高等学校選抜大会要項・組合せ・日程 )平成 年度全国中学校大会要項20 15 21 16
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④関東協会資料集
)役員名簿 )大会役員編成名簿 )大会開催順序 )大会申し合わせ事項 )大会記録確認事項1 2 3 4 5
) 大会確認事項 )マッチバイザーの任務6 7

⑤東京都体育協会関連
)第５９回国民体育大会並びに関東ブロック大会関係について )国民体育大会改革の推進計画1 2
)国体開催基準要項細則 )ふるさと選手精度の考え方 )国民体育大会関係について(通知)3 4 5
) 開催基準要項細則の改訂について ) 第 回国体(兵庫県)各競技会会期5 -1 5 -2 61
) 第 回国体参加資格、年齢基準 ) 国体参加資格、年齢基準などの解釈・説明5 -3 59 5 -4
)平成 年度競技力向上事業特別強化事業、指定競技の選考 )平成 年度幹部中央研修会開催要項6 16 7 15

⑥東京都協会関連
)平成１５年度事業報告（案）1
)平成１５年度決算報告書（案）2
)日本協会公認Ｊ級指導員登録書3
)Ｃ級スポーツ指導員養成講習会専門科目判定結果報告4
)Ｃ級スポーツ指導員養成講習会収支計算書5
)平成１５年度競技力向上事業決算書6
)平成１５年度競技力向上事業報告書7
)平成１６年度事業計画書（案）8
)２００４年度東京都ハンドボール協会会議日程（案）9
)平成１６年度予算書（案）10
)東京都協会収入源確保案”個人会費”精度の導入（チーム登録料の撤廃）11
)ＨＣ東京ジュニアカップ大会要項・組合せ・日程12
)第９回 東京都予選大会要項13 JAPAN OPEN TOURNAMENT
)平成 年度東京都高等学校春季大会予定。トーナメント表14 16
)平成１５年度第３回関東協会理事会議事録15

⑦追加都体協
)第 回都民体育大会事業費の交付申請について1 57
)第 回都民体育大会準備日程など2 57

＊次回会議予定 第４回総合役員会２００３年度

３月２０日（土）１８：３０－２０：３０

駒沢体育館南控室を予定

当日は、 男子入替戦 アラコ九州(１部７位) ＶＳ 北陸電力(２部１位)12:30-
女子プレーオフ準決勝 シャトレーゼ(通算２位) ＶＳ オムロン(通算３位)15:00-
男子プレーオフ準決勝 通算２位 ＶＳ 通算３位17:00-
が行われます。ご観戦も宜しくお願い致します。


