2016 年度 第 4 回 特定非営利活動法人サロン 2002 理事会 議事録
【実施概要】
開催日時：2016 年 11 月 24 日（木）18：30～20：00
開催場所：筑波大学附属高校 3 階会議室
参加者：中塚（理事長）、安藤（理事）、本多（理事）、松下（理事）、関谷（理事）、
遠山（事務局）
欠席者：嶋崎（理事）、笹原（理事）、竹中（理事）、茅野（監事）、岸（事務局）、
春日（事務局）
議事録作成者：遠山（事務局）
議事録署名人：安藤（理事）、本多（理事）
【議題】
Ⅰ．年末年始のビッグイベントについて
１．公開シンポジウム 2016（12 月 17 日 桐陰会館）
２．クーベルタン-嘉納ユースフォーラム 2017（12 月 23～25 日 筑波大学&研修センター）
３．U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ 2017（1 月 6～7 日 エコパアリーナ）
４．その他
Ⅱ．NPO 法人サロン 2002 の活性化へ向けて
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Ⅰ．年末年始のビッグイベントについて
１．公開シンポジウム 2016（12 月 17 日

桐陰会館）

準備状況や参加申し込み状況を確認した（資料を参照のこと）。
参加者の確保が急務であるため、再度告知をするといったことが必要である。
◯YC&AC の後援申請について
YC&AC に承認された。
YC&AC の「申請中」の部分を除いた案内チラシを再度展開する。
ニュースリリースについても、YC&AC の「申請中」の部分を除いたものを展開する。
◯参加申し込み状況について
11 月 24 日現在、21 名から参加申し込みがあった。
Facebook で参加を申し込んだ人については、懇親会の参加可否を聞く必要がある。
◯懇親会について
12 月 8 日の段階で一旦予約する。その後、参加人数の変動があれば、予約の変更を連絡する。
２．クーベルタン-嘉納ユースフォーラム 2017（12 月 23～25 日

筑波大学&研修センター）

準備状況や当日の流れを確認した（資料を参照のこと）。
◯当日のスケジュールについて
12 月 24 日（土）19:30〜21:30 演習②はサロンが担う。
12 月 25 日（日）9:00〜9:50 演習②の報告もサロンが担う。

◯サロンからの参加者について
各参加者の経費については、関係する諸機関と調整のうえ確定する。
中塚義実（理事長）：12/23,24,25 … コーディネータ－
安藤裕一（理事）：12/24,25 … 帯同ドクター
嶋崎雅規（理事）：12/23,24,25
小池 靖（メンバー）：12/23,24,25
皆川宥子（非メンバー）：12/24,25
◯経費について
10,000 円ではなく 12,000 円を徴収する。参加校には 11 月 25 日（金）に連絡する。
３．U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ 2017（1 月 6～7 日

エコパアリーナ）

準備状況を確認した（資料を参照のこと）。
◯日本フットサル連盟の後援申請について
11 月 26 日の連盟理事会で承認してもらえるよう、準備を進めてきたことが報告された。
◯参加チームについて
2016 年度に U-18 リーグを実施している 8 都府県に対して、サロンから派遣依頼をする。
12 月の時点でリーグチャンピオンが決まっていないところについては、リーグで１チームを選出
してもらい、本大会に出場してもらう。
◯予算案について
静岡県フットサル連盟（SFF）作成資料をもとに予算案について審議し、協賛社・協賛金獲得のた
めの営業戦略を確認した。
◯toto 助成金について
toto 助成金は、事業が全て終了し、支払いが完了し、報告書を提出して初めて申請できるため、
それまでの間資金が必要となる。
静岡県サッカー協会フットサル委員会には主管料 70 万円を早急に振り込む必要がある。しかしサ
ロンの口座には約 40 万円しかないため、理事 4 名（中塚、本多、安藤、松下）による立て替えで対
応することとなった（定款上は問題なし）。
toto の助成金を受けるためには、新たにサロンで toto 助成金の専用口座を作成する必要がある。
これについては、11 月 25 日（金）に中塚（理事長）が春日（事務局）から印鑑カードを受け取り、
松下（理事）と合流後、新規口座を作成することとなった。
◯協賛金について
A 協賛（20 万円）
サッカーショップ加茂が 10〜20 万円で協賛してくれそうであるという報告がされた。
B 協賛（5 万円）
4 社の協賛の獲得を目指す。
協賛金は新規専用口座に振り込んでもらう。
◯静岡県サッカー協会フットサル委員会との覚書について
主管料は 70 万円とする。

覚書は、押印して春日（事務局）が送付する。
４．その他

◯南大沢のイベント（11/26～27）
嶋崎（理事）が 11 月 26 日（土）に参加する予定である。
スキンプロジェクトについては、11 月 27 日（日）のみ実施する予定である。
◯積み残しの件
・月例会報告書について
滞っているものの回収については、月例会担当の嶋崎（理事）に依頼した。
＜月例会報告の現状（理事会資料より）＞
・2016 年 3 月 … FIFA スキャンダル」 → 篠原さんが作成中（？）
・2016 年 5 月 … サッカー、ドイツ、通訳 → 春日さんが作成中
・2016 年 6 月 … 意見交換会 → 遠山さんが作成中
・2016 年 7 月 … ある女子サッカー選手の異文化体験 →野口さん（発表者）が作成中
・2016 年 8 月 … EURO2016 とリオ五輪を振り返って → フォーマットは送信済（春日氏？）
・2016 年 9 月 … 日本初の女子 A 級レフェリー世界へ羽ばたく → 嶋崎さん？
・2016 年 10 月 … リオデジャネイロ五輪における柔道日本代表の情報サポート →11/24 川戸案
・2016 年 11 月 … スポーツドクター安藤がモンゴルで考えた事 → 11/22 安藤案

（2015年度）
N PO 法人化初年度のサロン2002共催事業を振り返る
－クーベルタン-嘉納ユースフォーラム2015を中心に（
中塚義実）

第224回

4.28.筑波大学附属高校

第225回

5.30. 杉並区産業商工会館 旧ユーゴスラビアが日本に残すサッカーの遺産－ボスニア・
ヘルツェゴビナから見つめて（
森田太郎★）

第226回

6.13.筑波大学附属高校 ミャンマーとサッカー－いち学生が観た発展途上国のサッカー(春日大樹）
／2015年度総会
7.4. 筑波大学東京キャンパス 公開シンポジウム：
スポーツで「
ゆたかなくらし」
を(村松邦子、山口拓、小林洋平、岸卓巨)

第227回
第228回

8.14. ﾌｯﾄﾎ ﾞｰ ﾙ ･ｻ ﾛﾝ4-4-2 競技力とデータ測定の関係（
北田典央）

第229回

9.30.筑波大学附属高校

第230回

10.23.筑波大学附属高校

大学の授業を通じた体育・
スポーツ分野における国際協力
－カンボジア王国におけるスポーツ指導・
運動会・
体育の実践(山平芳美★、岸卓巨※）

第231回

11.27. ﾌｯﾄﾎ ﾞｰ ﾙ ･ｻ ﾛﾝ4-4-2

2019年ラグビーワルドカップの成功のために①
－日本代表の活躍を踏まえて、今私たちにできることは(嶋崎雅規)

第232回

12.16.筑波大学附属高校

2019年ラグビーワルドカップの成功のために②
－日本のラグビー界はこれからどうあるべきか(山本巧★、嶋崎雅規※)

1.26.筑波大学附属高校

柔道というスポーツが日本で愛されるために
－柔道のこれまでの歩みを振り返り、今後の課題を考える（
川戸湧也）

第233回
第234回
第235回

2016

スロバキアへ行ってきました！
－第10回国際ピエール・
ド・
クーベルタンユースフォーラム報告会(中塚義実）

2.1. ﾌｯﾄﾎ ﾞｰ ﾙ ･ｻ ﾛﾝ4-4-2 「
このくにのサッカー」
を語る（
賀川浩）
3.30.筑波大学附属高校 FIFA スキャンダルとFIFA の行方（
田村修一）

（2016年度）
第236回

4.21.筑波大学附属高校 海外サッカー中継の舞台裏(仁藤慶彦★、笹原勉※）

第237回

5.16.筑波大学附属高校 サッカー、ドイツ、通訳（
山内直）

第238回

6.11.筑波大学附属高校 N PO 法人サロン2002には何ができるか－今後の展望についての意見交換会

第239回

7.16. 日本サッカー協会 ある女子サッカー選手の異文化体験－アメリカ、スウェーデン、ザンビア（
野口亜弥★、中塚義実※）

第240回

8.29.筑波大学附属高校 EU R O 2016とリオ五輪を振り返って(田村修一、徳田仁)

第241回

9.21.筑波大学附属高校

日本初の女子A 級レフェリー世界へ羽ばたく
－リオデジャネイロ・
オリンピック ラグビー競技報告(川崎桜子★、嶋崎雅規※)

第242回

10.21.筑波大学附属高校 リオデジャネイロ五輪における柔道日本代表の情報サポート(川戸湧也)

第243回

11.17.筑波大学附属高校 「
ゆたかなくらし」
作りに独自の方法で挑むスポーツドクター安藤がモンゴルで考えた事(安藤裕一)

第244回

12.17.

桐陰会館

公開シンポジウム：
日本サッカーのルーツを語ろう！(★真田久、賀川浩、牛木素吉郎、中塚義実※)

第245回
第246回

注）
★は月例会の時点で会員・
メンバー以外の方
注）
※はコーディネーター

○来年度の toto 助成金について
本多（理事）が担当し、サロン 2002 の広報誌(シンポジウムの報告書等)と U-18 フットサルリーグ
チャンピオンズカップ（150〜200 万円）の二事業で申請することについて承認された。申請の締め
切りは 2017 年 1 月 16 日。
Ⅱ．NPO 法人サロン 2002 の活性化へ向けて

○来年は、月例会 250 回記念＆サロン 20 周年。来年の公開シンポジウムはサロンが過ごした 20 年
（サッカー界の変化を中心に）で検討中。
○12 月 5 日（月）にスポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム会員交流会が開催される。サ
ロンからは嶋崎（理事）が参加する。公開シンポジウムの案内チラシの配布が可能であるかどうか、
岸（事務局）が確認中である。
○ヴィアティン三重が地域チャンピオンズリーグに残って JFL 昇格を争っている。山下則之氏のかか
わるこのクラブの本拠地である三重県桑名市にて「出張サロン」を開くことを検討していたが、都合
をつけてぜひ開催したい。「サロン in 大連」もいずれぜひ。

