新日本スポーツ連盟 兵庫県卓球協議会

第３７回定期総会 議案書

１７ 年度は２３大会を企画
スポーツ祭典８大会/加盟リーグ戦７大会
平日６大会/オープン戦２大会
第３７回定期総会
＊日
＊場
＊議

時
所
事

２０１７年４月３０日（日） 午前９時２０分～１２時（９時開場）
兵庫勤労市民センター 第３会議室
承認事項
２０１６年度の活動総括について、
２０１６年度決算、大会収支報告、同監査報告
第１号議案
２０１７年度の活動方針（案）
第２号議案 ２０１７年度の予算（案）
第３号議案 規約改正
第４号議案 役員選出
総会交流卓球大会

４月３０日（日）１３時～１７時
神戸中央体育館 第一体育室
抽選によるペアでの男女別ダブルス大会
総会出席クラブの会員は参加が可能です

○会長挨拶 ○２０１６年度活動総括 ○２０１６年度活動報告一覧
○２０１７年度活動方針（案） ○兵庫県卓球協議会規約 ○加盟リーグ戦試合規則
○２０１７年度活動計画（案） ○第５２回兵庫県スポーツ祭典一覧
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第５２回全国選手権大会
第３７回総会を迎えるにあたって

大成功

承認事項

先ずは、第５２回全国卓球選手権大会（一
般の部）が延べ１２０人（高校生を含め）にお
よぶ皆様のご協力で大成功した事を喜びあい
たいと思います。感謝、感謝です。兵庫勢も
頑張りました。男子団体ＴＥＡＭＳＡＴＯが優勝。
この大会の成功は、常日頃からの新日本ス
ポーツ連盟兵庫卓球協の地道な活動が、大会
等をはじめとし献身的にお世話をされてきた方
々の結晶が結実したのではないでしょうか。
ほんとに心からの感謝を申し上げる次第です。
２０２１年世界の強豪が関西にやってくる？第１
０回ワールドマスターズゲームズ（ｗｍｇ２０２１．
ｊｐ）が開催されるそうです。今年４月には、ニ
ュージーランド・オークランドで開催。知らな
かったな。
スポーツ庁長官（鈴木大地氏）に新日本ス
ポーツ連盟、スポーツ施策と予算について、２
０１７年２月６日要望。スポーツ連盟兵庫でも毎
年恒例の「スポーツ要望書」を兵庫県スポー
ツ振興課と神戸市スポーツ体育課に提出いま
す。スポーツ基本法に基づいての第２期スポ
ーツ基本計画案」において、「あくまでもスポ
ーツの主役は国民であり、また、国民に直接
スポーツの機会を提供するスポーツ団体であ
る」と明記されています。
国民誰もが身近で差別なくスポーツを楽し
める社会をめざし、スポーツ界が手を結んで
国民への働きかけをする時代。「スポーツ権の
時代」「『スポーツ君が主人公』の時代」実現
にチャレンジしたいですね。政府も「スポーツ
の主役は国民である」と言うけれど、国威発
揚でオリンピック等のトップクラスのスポーツ予
算は手当てされますけれど、地域スポーツ振
興までには及ばないのが実体ではないでしょう
か。スポーツ主役の国民の意見が通るには数
も必要でしょう。
今年度の目標、私個人の夢ですが。スポー
ツ連盟東京卓球協は５０００名を超えて加入して
います。人口が多いからということもあるでしょ
うけれど、兵庫県卓球協もいろいろ学んで知
恵を絞って、せめて半分の２５００名くらいの勢
力になりたいものですねが、そうは言っても当
面、１５００名（過去最高）を超えたいですね。
皆様の知恵と力をお借りして大きな卓球協を
作り上げることができることを願い、今総会で
の挨拶とします。
２０１７年４月３０日 新日本スポーツ連盟
兵庫県卓球協議会 会長 前羽 啓男

２０１６年度の活動総括について
①スポーツ活動について
１.第５１回兵庫県スポーツ祭典

地域予選は６大会実施
地元や近県での全国大会となり、地域大
会は全般として多くの参加がありました。
小学生・中学生大会は会場の確保と体制
に難点があり、開催を見送りました。
淡路大会では、台風の接近がありました
が全チーム宛に連絡を入れる体制をとりま
した。大会は無事開催する事が出来ました。
２.加盟クラブリーグ戦、平日･オープン大会

延べ１７大会を実施
加盟クラブリーグ戦は、５大会のみの開
催となりました。女子の参加が減少傾向に
なっています。
平日大会は、２ヶ月に一度の開催で今年
度はシングルス・ダブルス大会として実施
しました。四季にオープン大会を６大会実
施しました。順位別トーナメント戦も企画し
ましたが、進行が遅れ苦情もありました。
３.合同練習、教室、講習会

合同練習を１４回（月/1回）
教室は１２回実施
昨年同様月１回のペースで実施しました。
合同練習の会場は、抽選で確保しています
が年々難しくなっています。教室の申込み
については、改善を計っています。参加状
況は、３０人～５０人でした。
４.全国大会・近畿大会・国際交流

第５２回全国選手権大会
兵庫県 （一般） 石川県 （年代別）
で開催
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一般の部を兵庫県が主管して、成功裡
に終了することができました。延べ１２０名の
会員、愛好者の皆さんの協力が得られまし
た。好プレイが沢山見られました。男子団
体戦でＴＥＡＭ ＳＡＴＯが４回目の優勝を果
たしました。女子団体戦ではＴＥＡＭ ＳＡＴ
Ｏが準優勝でした。年代別の部は、地元に
協議会が不在の中での実施となり、進行、
審判等で課題も残されました。

第３５回近畿大会
兵庫勢は女子が活躍
･･･京都･大阪･兵庫･滋賀･奈良･･･
５府県から一般・年代別に１２０チームが
参加、兵庫県が主管して県立総合体育館
で開催しました。観覧席開放の要望があり
ました。
５.その他
宮崎県と栃木県で新たに協議会が発足し
ました。昨年に引き続き、ＴＳＰより協賛品
として試合球の支給を受けました。
②運営体制について
月１回の定例の役員会開催してきました。
事務局活動を継続、大会運営では、ベテ
ラン役員の勇退や大会により少数の役員体
制等もあり、トラブルもありましたが全体と
しては、運営する事が出来ました。
財政関連のセキュリティ対策として貸金
庫契約を行いました。役員会案内等メール
を利用した連絡を進め、役員会だよりにつ
いては廃止しました。全国大会へ向けた会
議や実務をこなしました

ホームページ ４９万ｶｳﾝﾄ

数となりました。新規入会者は１９０名を迎
えました。昨年度の１７９クラブ１２１０名（女
子４９６名 /男子７１４名：学生を含む）より
クラブ、１２１８名（女子４８９名/男子７２９名
：学生を含む）となりました。

２０１６年度決算報告
２０１６年度大会収支報告
会計監査報告
･･･総会当日配布いたします。
【決算の概略／特徴】
○繰り越し増
①収入について
＊会費収入は、９９％の達成でした。
＊事業益費は、全体として１０５％の超過達
成しました。スポーツ祭典で７９％と下回り
ましたが、加盟リーグ戦で１４０％、オープ
ン大会で１０７％でした。
＊県連盟費減額願いの文書を県連盟理事
会に提案し、援助金の形式で承認されまし
た。会員の方からの寄付もありました。
②支出について
＊分担金、合同練習会場費、派遣費、備
品購入費でわずかですが予算をオーバー
しました。（１０３％～１１２％）冷蔵庫を買い
替えました。事務局費で新たにパソコンを１
台購入しました。
＊通信費、印刷関係費、指導員費、会議
費、活動費、事務所費、機関誌費で支出
が抑えられました。（７０％～９５％）
③収入面で１０４％達成し、支出面では９８％
に抑える事が出来ました。

大会結果、大会要項の早めの複数での
更新、内容の改善等の手立が必要です。
③組織拡大

１２１８名

３月下旬集約

･･･１９０名の新会員･･･
昨年一定の会員数減に歯止めが掛かりま
したが、今年度も昨年とほぼ同数の会員
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楽しく卓球を
選手側も運営側も！！
第１号議案 ２０１７年度活動方針（案）
①スポーツ活動
１.第５２回兵庫県スポーツ祭典

今年も６地域大会に
神戸市を除く６地域大会を開催します。
全国大会エントリーを早める必要があり、
（数年前より全国卓球協議会より指摘され
てきた）地域大会を前倒しして実施します。
従来通り全国大会へは、最終的に県大会
で代表を決定します。県大会への参加資格
は、各地域大会で団体戦は予選リーグ数、
個人戦は一般･年齢各２名とします。県大
会への繰り上がり扱いは大会当日のみ対応
します。小学生中学生大会は今年度も見
送りとします。

第５３回全国選手権大会
一 般：北九州市立総合体
年代別：スカイホール豊田
一般の部は、２４年ぶりの福岡県での開
催となります。西日本からのエントリー増が
必要です。年代別は、１５年１月に続き愛知
県での開催となりました。年代別について
は、全国大会のエントリー枠は厳しい状況
となっています。大会日程増（金曜日開催）
等の検討が迫られています。
加盟クラブ全国大会の再開は、進んでい
ません。
２.魅力ある近畿大会へ！！
第３６回近畿ブロック大会は、滋賀県大
津市：滋賀県立体育館で開催されます。２
府４県と近県の参加が待たれます。

３.加盟クラブリーグ戦
･･･別紙活動計画（案）参照･･･

今年度は７大会を企画
神戸市内で加盟クラブリーグ戦を７大会
延べ９回開催します。（団体戦４回、個人戦
３回）
全国大会への加盟クラブからの代表決定
戦について団体戦は第３２３回、個人戦につ
いては、第３２４回としました。
体育館の会場確保は年々困難さが増し
ています。スポーツ愛好者増に見合った体
育館増設が必要です。
試合規則に、２人及び３人団体戦の参加
費を明記します。
【試合規則 改正】
第９条 参加費
団体戦１チーム（基本４人） ４,５００円
団体戦 １チーム（基本２人） ２,２００円
団体戦 １チーム（基本３人） ３,５００円
４.平日大会、オープン大会、その他

オープン大会は
平日･秋季･播州･新春
の８大会計画
今年度は秋季と新春オープン大会として
２Ｓ１Ｄ大会を企画しました。平日大会は、
一部苦しい会場確保となりましたが、今年
度もＳＤ大会中心の取り組みとしました。播
州地域では恒例の体育館が耐震工事のた
め確保できませんでしたが、新たな体育館
で確保を進めていきます。
５.合同練習、教室、講習会、タイプ別
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今年度も、神戸市内では日曜日、平日
（土曜日）を交互に月１回のペースで合同
練習・教室を実施し、魅力のある内容を探
って行きます。
スポーツ保険
会員、非会員を問わず
１）スポーツ連盟主催の大会、行事が対象
２）保険金の規定
死亡･･･３００万円
入院･･･２０００円/日（１８０日以内）
通院･･･１０００円/日（９０日以内）
スポーツ保険は兵庫県連盟として保険会社
と契約しています。
３）請求方法：保険申込書を提出
互助制度
会員のみ
１）見舞金
死亡･･･５万円
入院･･･５０００円（３日以上の場合）
通院･･･３０００円（５回以上の場合）
６.全国、ブロック活動
現在新日本スポーツ連盟の卓球協議会
の活動が行われている都道府県は２２地域
となりました。近畿ブロックでは、２府４県
全てで活動を行っています。
②運営体制
１.役員会・専門部活動

”楽しく､卓球も､運営も”
活発なスポーツ活動、定期の会議、会
費の集金、機関誌の発行。センターを維
持することを基本に、役員の世代交代や、
新しい活動スタイルを目指してゆきます。
大会要項は、今年度２回から３回の配布
に集約します。機関誌も、ホームページに
重点を移行し、行事日程の案内を大会や
合同練習会場での配布と、ホームページ
での掲示とします。ホームページの簡素化
と、複数体制での更新手段を目指します。
大会運営では、スムーズな進行目指し
専任本部役員配置の方向で進めます。
財政は、担当者への負担が大きく謝礼を

含めた体制も必要と思われます。
事務所のあり方や、当番体制についても
効率化を検討します。
第２号議案 ２０１７年度の予算（案）
･･･総会当日配布いたします。
今年度もオープン大会含め大会会場の
確保が不充分となりました。昨年比オープ
ン大会を減らし、加盟クラブリーグ戦を増
やしました。
会費は現状維持とし、各種の支出削減
をすすめ収支均衡予算とします。会計報告
・監査は、引き続き３ヶ月毎に行っていき
ます。
第３号議案 規約改正
規約改正の理由について
当協議会は任意団体に当たるので、法
人と同様に設立日(法人は登記)を明らかに
するために、規約内に記載しなければなり
ません。罰則はありませんが、金融機関と
取引する際に設立日不明となりますので、
規約に記載したいと思います。
（改正案）
第１条 第１章 名称
本協議会は、新日本スポーツ連盟全国
卓球協議会の兵庫県に所在する組織であ
り、新日本スポーツ連盟兵庫県卓球協議
会と称する。
２.事務所は、〒６５２－０８０４ 神戸市兵
庫区塚本通７－２－１７ セントアベニュー兵
庫２０２
電話 ０７８－５７４－１５１４
ＦＡＸ ０７８－５７４－１５３９に置く。
３.本協議会の設立年月日は１９８０年２月１
日とする。
第４号議案 新役員選出
会長
副会長
事務局長
専門部

顧問

各クラブから積極的な推薦を是非お願い
いたします。
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