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新島 二三彦 会長挨拶

ご 挨 拶

６月２１日の令和２年度

てきましたが、オリンピック・パラリンピックが１年延

第一回社員総会において、当

期となり、新型コロナウイルス感染者が急増している

協議会（都スポ協）の令和２

現状にあって、思うに任せない状態が続いています。

年度、３年度の舵取りを担う

新型コロナウイルスの影響でこれまでの生活が大き

ことになりました羽村市の新

く変わりましたが、「新しい生活様式」として中長期に

島です。どうぞよろしくお願

わたって感染症と向き合い、身体的及び精神的な健康

いいたします。

を維持する上では、体を動かしたりスポーツを行うこ

新年度早々に緊急事態宣言

とが必要であるとされています。スポーツ庁のホーム

が発出されるなど、新型コロナウイルス感染防止対策

ページには「自宅で屋外で

としてさまざまな活動の自粛要請が行われてきました。

るポイントは？」という情報が掲載されており、屋内

今年度は殆どの地区でスポーツ推進委員の改選が行わ

（自宅）で行える運動・スポーツ（主に中高年齢者を対

れましたが、各地区とも定例会の会議も実施できない

象とした体操等）や屋外で運動スポーツを行う場合に

状況に置かれていました。こうした中、当初の計画より

配慮すべきポイントなどが紹介されており、コロナ禍

凡そ１か月遅れたものの、社員総会を開催することが

におけるスポーツ推進委員の活動を考えるうえで大い

でき、前年度の活動及び決算についてご承認を頂くと

に参考になるものと思います。

ともに、新たな役員が選出され、活動をスタートさせる
準備が整いました。

安全に運動・スポーツをす

感染第２波の中で運動・スポーツに関わる者には厳
しい状況が続きますが、スポーツ推進委員が地域スポ

しかし、例年であれば７月頃から開催されていた「広

ーツの振興を支える人材として位置づけられており、

域地区別研修会（ブロック研修会）」の今年度実施を断

より一層の活躍が期待されているということに変わり

念するなど、新型コロナウイルス感染防止の観点から

はありません。新しい生活様式の中でも、引き続き資質

活動の大幅な縮小を余儀なくされています。

の向上に取り組み、都民の期待に応えていけるよう微

私たちスポーツ推進委員は、昨年のラグビーワール
ドカップ日本大会を皮切りに、東京オリンピック・パラ

力を尽くしてまいりますので、皆様のお力添えをよろ
しくお願いいたします。

リンピック、関西ワールドマスターゲームズと一大ス
ポーツイベントが連続して開催されることを千載一遇

会長

新島

二三彦

のチャンスと捉え、スポーツ参画人口の拡大を目指し

令和２年度

社員総会

令和 2 年 6 月 21 日（日）14 時 30 分、中野区産

第１回社員総会

ック・パラリンピックに関連する概況等の説明があり、

業振興センターにて定刻通り、第 1 回社員総会（以下、

引き続き同部調整課課長代理の梅村康子様より、本日

「同総会」と称す）が実施された。

配布の資料についての情報共有がなされた。

まず新島二三彦会長から、「新型コロナウイルスに関

その後、定足数の確認がなされ（出席 39 名、委任状

する影響」も含めた昨年度の振り返りを行い（交流ボッ

13 名

合計 52 名）、続いて議長の選任、議事録署名

チャ大会等）新しい生活様式の在り方等様々な視点か

人が確認された。

らご示唆があった。その後、東京都オリンピック・パラ
リンピック準備局スポーツ推進部地域スポーツ振興担

同総会における議事は、以下の通りである。なお、議事

当課長の神野美和様より、延期となった東京オリンピ

に入る前に、公務により神野課長が退席された。
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都スポだより１２１号
■議事■

財務：松田文子氏（豊島区）・飯ケ谷美惠氏（足

第１号議案 令和元年度（平成 31 年 4 月～令和 2 年

立区）
➢

3 月）事業報告
➢

三委員会委員長及び女性委員会委員長選任

年度末にかけてはコロナの影響もあったが、例年

企画総務委員会委員長：山本博志氏（清瀬市）

通り多くの事業が実施され、全て承認された。

研修委員会委員長：中村光宏氏（日野市）
情報委員会委員長：平野秀夫氏（江戸川区）

第 2 号議案 令和元年度（平成 31 年 4 月～令和 2 年

女性委員会委員長：稲垣美保氏（中野区）

3 月）収支決算報告
➢

特別会計と一般会計における整合性についての質
疑があったが、全て承認された。

➢

三委員会開催
各委員会に分かれ簡単な自己紹介と今後の委員会
日程などを確認した。

令和 2 年度の研修
➢

スケジュールに関しては現状では未確定。コロナ

会議室などにおいても十分な対策を講じ、全体を通じ

の状況などを鑑みて追って各地区に連絡する。

て短時間で終了した。

令和 2 年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰受賞者
について
➢

功労者表彰（80 名）⇒代表して、榎本繁雄氏（目
黒区）が登壇

➢

永年勤続表彰（12 名）⇒代表して、中川義英氏（世
田谷区）が登壇

➢

特別表彰（該当なし）
～ここからは、調整課課長代理梅村康子様より
議事進行が行われた（現役員は、退任となる）～

第 3 号議案 役員改選
➢

理事及び監事の選出
全て自薦となり、以下の通り理事 10 名、監事 1
名が承認され、選任された者は別室にて各役員の
選任手続きを行った。
＜理事＞
新島二三彦氏（羽村市）／島田泰子氏（墨田区）
／岡田眞由美氏（三鷹市）／才郷正次氏（東大和
市）松田文子氏（豊島区）／飯ケ谷美惠氏（足立
区）平野秀夫氏（江戸川区）／山本博志氏（清瀬
市）／中村光宏氏（日野市）稲垣美保氏（中野
区）
＜監事＞
榎本繁雄氏（目黒区）
～ここからは、新会長（新島氏）より
議事進行が行われた～

➢

理事会開催

役員選任（会長・副会長・財務）

会長：新島二三彦氏（羽村市）
副会長：島田泰子氏（墨田区）・岡田眞由美氏
（三鷹市）・才郷正次氏（東大和市）

今年度は永年勤続表彰、功労者表彰の授与は代表者授
与のみでした。
受賞者の皆様、おめでとうございます。
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永年勤続表彰 （1２名）

敬称略

中央区

安達宣之、百瀬修至

練馬区

石塚利郎、栗原裕子

江東区

朝香

足立区

林

大田区

奥地彰一

昭島市

石川英次

世田谷区

中川義英、高橋重幸

瑞穂町

牧野壽義

茂、伊藤公平

功労者表彰 （８０名）

敬称略

千代田区

飯島光江、山本香月

中央区

三島

新宿区

吉田豊宏、田中

台東区

小林千春

墨田区

飯村峰一、田代典子

江東区
品川区
目黒区

青木

英明

歩

馨、石井

佐藤光子、白鳥美智子、加藤秀逸

板橋区

竹山隆宏

練馬区

徹

高田朝美
田中明久、西方雅良、大庫利之

足立区

潔、白藤

神谷秀行、井門明洋、庄司公七
野澤智子、平柳克芳

恵

田村峰男、野﨑利之
金井武志、池ノ谷善春、増田智恵
高見美智子、高田浩一

梅田信昭、関根政義、岡田美枝

葛飾区

工藤

赤津俊也、大友

江戸川区

中田啓一、榎本繁雄、井上優美

宜、島田末子、山本義正

卜部

徹、室

洋

立川市

井美万里子

三鷹市

伊東愼次、佐伯

和田文子

昭島市

牧

斉藤正明、樋口みゆき、鈴木正子

町田市

山城譲治、小川由起子

天野長光、遠藤貴美代

福生市

小口健作、沖山健司

中野区

宮本良子

東久留米市

荒関友子、斎藤利之

杉並区

芹澤美香子

あきる野市

菅原順子、田所節子

豊島区

佐藤妙子、秋山清美

西東京市

榎本日出夫

北区

白鳥敏子、仲本

日の出町

青木隆之

荒川区

浅井

新島村

槇野孝史

大田区
渋谷区

村松美弥子、上野恵美子
井田美由貴、石澤善典、戸田

肇

治

茂、大島隆一、本多三重子

令和 2・３年度

ご 挨 拶
副会長 島田 泰子

伸久

友

義明、岡川さえ子

記事

斎藤 利之

情報委員会 （東久留米市）

写真

加来 剛

情報委員会

（豊島区）

副会長・財務・各委員長・監事

（墨田区・再任）
都スポ協の副会長に再任されました墨田区の島田です。今期で６期目になります。現在、新型

コロナウイルス感染症の影響で各地区のスポーツ推進委員がかかわる事業が中止になったり、
思うように会議が開催することができなかったりして四苦八苦しているのではないでしょうか。
このようなことがなければ、今頃は日本中が東京オリンピック大会で盛り上がっているところ
です。しかし、マイナスばかり考えていても前には進めません。このような状況の中でも、私た
ちスポーツ推進委員としてどのようなことができるか考えていかなければならないと思ってい
ます。
地域に密着し、このような中でスポーツを楽しむ場を提供し、地域から東京のスポーツ振興に貢献できるよう社
員の皆様と努力していきます。どうぞよろしくお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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副会長 岡田 眞由美

（三鷹市・再任）

今期で副会長の大役を務めるのは５期目になります、三鷹市の岡田です。よろしくお願い致し
ます。新型コロナウイルスの感染防止で、新しい生活様式に沿った、スポーツ推進について、各
地域において検討を重ねているところであり、各地域の状況を把握すると共に、その情報を各地
区に提供することが、都スポ協の大きな役割であると思います。東京都のスポーツ推進委員、約
1,500 人の知識と経験を活かし、スポーツを特に必要とする、高齢者や障がいのある方へ、安全
安心なスポーツ振興が出来るよう力を結集し、東京都民の皆様がスポーツライフを楽しんで頂け
るよう望みます。一年後の東京オリンピック・パラリンピック競技大会が新型コロナウイルス感
染防止に成功した喜びと共に開会を迎えることを切に願います。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
副会長 才郷 正次

（東大和市・新任）

始めまして。6 月の総会で副会長に就任いたしました、東大和市スポーツ推進委員協議会副会
長の才郷正次と申します。
昨年度までは情報委員会副委員長で都スポだより等の業務をしておりました。都スポ協の役員
の一人となりましたが、まだまだ未熟者であります。これからもどうぞよろしくお願いいたしま
す。
今年は新型コロナウイルス感染対策のためスポーツ推進委員の活動が充分にできていない状況
が続いております。今後の活動再開に向け活動レベルが低くならないようにスポーツ推進委員一
人一人のレベル維持対策が必要と考えております。
来年は待ちに待った東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。コロナの影響は計り知れませんが、無
事開催できること、そして少しでもお役に立てるよう頑張っていきたいです。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
財

務 松田 文子

（豊島区・再任）
前期に続き、財務を担当させていただきます。昨年度は会費の改定にご協力いただきありがと

うございました。皆様からお預かりした会費は有意義に使用されるよう努めたいと思います。今
年度は年度当初からコロナ禍により、スポーツ推進の事業が軒並み中止となりました。人が集ま
ってのスポーツ行事が多い中、集まらずにスポーツを推進していく術を考える必要が出てきまし
た。我々に何ができるのか、試されているような気さえしてきます。新しい生活様式の中で、ど
のようにスポーツ推進活動ができるのか、知恵を出し合っていきたいと思います。今期もどうぞ
よろしくお願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
財

務 飯ヶ谷

美惠

（足立区・新任）

皆様こんにちは。今期、財務の役を仰せつかりました飯ケ谷と申します。前期までは女性委員
長として、研修会等を女性委員会の皆様と共に毎年開催をさせて頂きました。ありがとうござ
いました。
財務につきましては初めての役で不安がありますが、諸先輩方を頼りに出来る限り頑張って
まいりたいと思います。
今は、何よりも新型コロナウイルス感染症が落ち着き、スポーツ推進委員としての活動が出
来る事を心から願っております。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
企画総務委員長

山本

博志

（清瀬市・再任）

理事２期目で引き続き企画総務委員長を拝命いたしました。企画総務委員会の主な仕事は、
社員総会、会長会、宿泊研修会（隔年）の準備・運営・情報交換会の進行・議事録作成などです。
昨年度は宿泊研修会の代わりに正社員による交流ボッチャ大会を企画し、高評価をいただきま
した。また、東京で行われる関東大会と全国大会では、全体会の進行・会場案内の取りまとめな
どを行います。今年度、企画総務委員会に新しく入った 7 名を含む総勢 16 名で一致団結し、
おもてなしの精神で事業の企画・運営をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
研修委員長 中村

光宏

（日野市・新任）

今年度より研修委員長を仰せつかりました日野市の中村です。
新型コロナウイルスの影響を受け、ほとんど活動ができていない現状ですが、その中で、スポ
ーツ推進委員としての資質向上のための研修をどうしていくかの検討を始めています。
今までに経験したことのない、この環境を嘆くだけではなく、チャンスと捉えて with コロナ
での研修はどうするべきかを議論していきたいと考えています。
IT を活用した研修方法、三密を回避する研修方法等、色んな視点で委員の皆さんと考えてい
きたいと思っています。よろしく願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
情報委員長 平野

秀夫

（江戸川区・新任）

前任の小久保委員長に代わり今期より情報委員長を務めます江戸川区の平野です。情報委員
会は 3 期目になります。まだまだ分からないことも多いですがよろしくお願いします。
情報委員会は「都スポだより」の発行と東京都スポーツ推進委員協議会のホームページの運
営が主な役割です。
新型コロナウイルスの影響で各地区ともイベントの中止や活動が制限されていることと思い
ます。このような状況の中で各地区での活動の参考になるような情報を発信できればと考えて
います。今後ともご協力よろしくお願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
女性委員長 稲垣

美保

（中野区・新任）

今期初めよりコロナ禍、長期梅雨と梅雨明けと同時にいきなりの真夏日になり、コロナ対応
に加え熱中症対応、スポーツするにあたりの気配りは、全てが初めての手探り対応中、スポー
ツ推進委員の皆様も対応には苦労をされている事と思います。
体育指導員～スポーツ推進委員と名前の変更の長い歴史の中で、男性の多い時を経て、女性
の活躍できる場となっており、既に各市町村区部に於いて会長職にも女性が登場している昨今
です。全国、関東スポ推協議会においては、女性委員会は発展的に解消されています。こうし
たことから、今期、都スポ協においても女性委員会の役割、必要性などについて検討していく
必要があると思っています。
今期はコロナ世界がパンデミック大きな変化の時代なのかとも思われます。
都スポ協の今期が、穏やかに皆さまと共に良き前進が出来ますよう、協力していきますので、どうぞよろしくお
願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
監事 榎本 繁雄

（目黒区・新任）
この度、令和 2 年度 第１回都スポ協社員総会にて監事という大役に選任されました目黒区ス
ポーツ推進委員協議会の榎本です。
監事としての職務につきましては東京都スポーツ推進協議会 定款

第２５条、第３６条に明

記されており、その責任と権限の大きさに身の引き締まる思いです。
今までスポーツ推進委員として地域スポーツの振興や障がい者スポーツにかかわってきた知
識と経験を生かし、スポーツ推進委員として求められる、スポーツに対する知識と技術、地域と
の連絡調整役やコーディネーターとして都スポ協の行う事業や活動にたいし監事としての職務
や知識を学び、活動の幅を広げながら職務を遂行していきたいと思いますので宜しくお願いいたします。

研 修 会

関東スポーツ推進委員研究大会

茨城大会

令和２年度は 6 月１２日（金）～１３日（土）、茨城県つくば市での開催準備が進められていましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の状況下で中止となりました。令和３年度は長野県で開催予定です。
都スポ協のホームページ
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都スポだより１２１号
功労者表彰は、下記の方々が受賞されました。おめでとうございます。

＜関東スポーツ推進委員協議会功労者受賞者の皆様＞

花島誠一（江戸川区）

長谷川嘉子（小金井市）

塩野啓子（国立市）

二村正徳（北区）

和田幸子（昭島市）

伊藤まゆみ（江東区）

多部田里志（新宿区）

会

会 長 会

敬称略

長

渡辺一章（千代田区）

会

6 月 21 日(日)に予定していた令和 2 年度の会長会は中止となりました。

広域地区別研修会

研 修 会

今年度の広域地区別研修会は全て中止となります。また来年度の広域地区別研修会は、今年度の担当地区が担当
する事となります。今年度の研修会は中止となり残念ですが、来年度に向けよろしくお願いいたします。

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
編集後記
新年度となり、役員改選後初めての「東京都スポーツ推進委員会だより」も皆様のご協力により無事発行できま
したこと、厚く御礼申し上げます。
私も初めて情報委員長としての編集作業となりました。なかなか今までのように会議も行えないなか、情報委員
会メンバーの協力のもと無事発行できましたこと、改めて感謝いたします。今年度もよろしくお願いいたします。
編集

平野

秀夫

情報委員会（江戸川区）

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
都スポ協のホームページ
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