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新型コロナウイルスの世

界的な感染拡大によって一年

延期された 2020 東京大会

が、まもなく開幕します。東

京ではここにきて感染の再拡

大が懸念される状況になりつ

つありますが、大会が安全・

安心のうちに開催されるとと

もに、無事に閉幕し、その後のスポーツ推進に好影響を

遺すことを期待しています。 
こうした中、現体制での２年目がスタートしていま

す。今年度は特に２つの課題について取り組んでいき

たいと考えます。 

1 つは、研修会の確実な実施です。 

 新型コロナウイルスのワクチン接種が希望する人

すべてを対象として始まりましたが、集団免疫ができ

るまでにはまだまだ時間がかかる模様です。広域地区

別研修会については以前のように対面形式で開催でき

るか否か、担当地区の皆様にはご苦労・ご心配をおかけ

しているところです。既にリモート形式での開催を決

定したブロックもありますが、ギリギリまで様子を見

て判断したいというブロックもあるようです。どのよ

うな方式にしても私たちのスキルアップにつながる貴

重な機会ですので、無事に開催できるよう願うもので

す。 

その後に続く課題別研修会、女性委員会企画研修会、

地域スポーツ支援研修会は、２０２０大会後のスポー

ツ推進について考える機会となるようにしていきたい

と考えています。 

もう１つは、女性委員会とリーダー委員会について

一定の方向づけをすることです。 

当協議会においては両委員会とも特別委員会として

位置づけられており、女性委員会は当協議会の女性正

社員のみで構成され、リーダー委員会は全国スポーツ

推進委員連合のリーダー養成講習会を修了された現役

のスポーツ推進委員で構成されています。 

女性委員会は、平成 4 年に設置され、他県の女性委

員との交流や女性の視点からの研修会を企画・運営す

るなど成果を上げてきましたが、①関東スポーツ推進

委員協議会の女性委員会が廃止され東京都代表として

の女性委員を選出する必要がなくなったこと、②女性

の正社員は企画総務委員会、情報委員会、研修委員会の

いずれかの委員会に属すことに加え女性委員会にも属

して活動しなければならないこと、③現状では年に 1

度の研修会の企画・運営を行うのみとなったこと等か

ら、女性委員会の必要性やあり方が問題視されるよう

になっています。 

リーダー委員会は、新任及び経験５年程度までのス

ポーツ推進委員を対象として行う研修会の資料を作成

し、その研修会の講師として活動することを目的とし

て平成 29 年から活動していただいてきました。メン

バーの皆さんのご努力により研修会資料の作成は既に

完了しましたので、今後はこの資料を基にした講師と

しての活動が主となります。これまでの活躍に感謝し

つつ、今後も委員会という形で存続していく必要性の

是非を整理する時期にきていると考えるものです。 

女性委員会、リーダー委員会ともメンバーの皆さん

のご意見を伺いながら、より良い方向づけをしていき

たいと思っています。 

 

会長 新島 二三彦 
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令和３年 5 月 15 日（土）文京区民センターにて予

定されていた令和 3 年度第 1 回社員総会は、新型コ

ロナウイルスの感染状況を鑑み、書面決済で行われま

した。 

 決議の目的である事項について正会員に郵送され

た提案書に対し、令和３年 5 月 10 日（月）正会員全

員から同意の意思表示を得たので提案は可決されま

した。 

 提案内容は以下の通りです。 

 

報告事項 

１）理事会報告（第 1 回：4 月 14 日）（第 2 回：5

月 7 日）の件 

２）令和 2 年度研修会報告書の配布の件 

 

協議事項 

１）第 1 号議案 令和 2 年度事業報告 

２）第 2 号議案 令和 2 年度収支決算報告および監

査報告 

 

その他 

１）令和 3 年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰   

（配布資料参照） 

 ア）功労者表彰 

 イ）永年勤続表彰 

 

2）令和 2 年度各種表彰受賞者紹介（配布資料参照） 

 

 「文部科学大臣、（公社）全国スポーツ推進委員連   

合、関東スポーツ推進委員協議会」 

 

 ア）令和 2 年度 文部科学大臣表彰 

 イ）永年勤続表彰 

 ウ）特別表彰 

 

3）ご案内 

 早稲田大学 スポーツ科学学術員からの各地区へ

のアンケート 

 

 

今年度の永年勤続表彰、功労者表彰は、下記の方々が

受賞されました。 

受賞者の皆様、おめでとうございます。 

 

功労者表彰：10 年（33 名）敬称略 

 

千代田区  藤井 敬子、庄司 由美子 

文京区   安薺 正明、一木 伸夫 

台東区   根本 昇 

目黒区   小川 貞徳 

世田谷区  安達 晶子、金矢 光久、杉村 雅子、 

高森 一明 

葛飾区   添田 耕司 

江戸川区  野口 敦子、磯部 豊 

八王子市  内田 百合子、杉崎 雅代、今井 潤子、 

石塚 敏朗、水流 明、塩田 勝 

立川市   辻村 恵三 

武蔵野市  大谷 壽子 

三鷹市   浅水 政信、苔口 祐子 

東村山市  中山 政利 

国分寺市  島貫 金雄、山口 啓子 

福生市   沖山 裕子 

東大和市  髙松 直也 

清瀬市   小栁 靖雄 

東久留米市 青木 澄雄 

稲城市   亀井 久美子 

奥多摩町  大澤 新次、森川 右起 

 

 

永年勤続表彰：20 年後の退任（７名）敬称略 

 

新宿区   花田ひろ子 

中央区   羽田 芳子 

板橋区   飯嶋 規恵 

江戸川区  新川 浩 

江戸川区  渡邊 清 

江戸川区  月居 光雄 

西東京市  宍倉 祐子 

 

記事 山田 成昭 情報委員会（台東区）    
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令和３年度は 6 月４日（金）～５日（土）、長野県長野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。 

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＞ 敬称略 

 

                     

 

松本勝行（江戸川区）   瀬戸口幸則（府中市）    鈴木克也（東村山市）   長崎より子（千代田区） 

 

                     

 

仲 豊子（台東区）     遠藤富美恵（足立区）    高瀬宣子（武蔵野市）    小堤吉寿（日野市） 

 

 

 

 

令和 3 年 6 月 26 日(土)１４時から府中市生涯学習

センター体育室にて、令和 3 年度ニュースポーツ研修

会が開催されました。会場参加が 44 名、リモート配

信による参加者が 30 名でした。欠席の新島会長に代

わり島田副会長の「昨年は研修会が出来ませんでし

た。今年度も開催をどうするか考えたうえ、『安心・

安全』を保ちつつ一歩一歩前進して行こうとの立場に

立ち、今回の研修を開催いたすこととしました。」と

のあいさつから始まりました。 

研修は「ウォーキング・フットボール」で、「走ら

ない」「接触しない」「相手が保持しているボールを

取りにいかない(日本オリジナルルール)」などのルー

ルの中で、老若男女、性別を問わず、サッカー未経験

者・初心者・経験者のスキル差も気にせず安心して楽

しむことを基本とし、〝みんなで楽しむ〟〝笑顔と思 

 

いやり〟 〝ケガをしないさせない〟 フェアプレ

ー！ NO クレーム！ 自己申告！ で楽しみましょ

う。との説明があり、チーム分けの後、実践がチーム

対抗で行われました。 

ウォーキング・フットボール連盟の指導者 6 名から

は、「笑顔が無いですよ！」「走らないで！」「楽し

みましょう！」と声が掛かり、ゴールがきまるとエア

タッチかエア飛行機をしないと点数と認めない との

ローカルルールを作り、とにかくボールになるべく触

って楽しむ実践会となりました。 

 

記事・写真 加来 剛 情報委員会（豊島区） 

 

 

 

研 修 会   関東スポーツ推進委員研究大会 長野大会 

研 修 会 令和 3 年度 ニュースポーツ研修会 
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6 月 20 日(日)に予定していた令和３年度の会長会は中止となりました。 

 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

編集後記 

 

新年度も昨年度に続き新型コロナウイルスの影響を大きく受けたスタートとなりました。いよいよ開幕する

2020 東京大会は、今まで誰も経験したことのない形での大会となります。このような状況下で開催されることを

残念に思われる方も多いと思います。そして一番残念に思っているのは出場される選手の方々でしょう。厳しい状

況の中戦う全ての選手に、テレビ越しではありますが会場まで届くように声援を送りたいと思います。 

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） 

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

 

会 長 会   会  長  会 


