令和２年度 第１回社員総会 第１号議案

平成３１年度令和元年度 事業報告(平成３１年４月１日～令和２年３月３１日)
一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会

会 議
１.社員総会
（１）第１回社員総会 令和元年５月１８日(土) １３：３０～１５：２０文京区民センター会議室
出席者４０名＋委任状１０名＝５０名 東京都５名
１）議事
①平成３０年度(平成３０年４月～平成３１年３月)事業報告
②平成３０年度(平成３０年４月～平成３１年３月)収支決算報告及び監査報告
以上の議事について原案通り承認
③会費見直しについて
各地区に持ち帰り７月１７日に開催する臨時社員総会にて決定することとする
２）表彰式
功労者表彰 １１名 永年勤続表彰 ２名
３）祝賀懇親会
会場：シビックスカイレストラン椿山荘 時間：１７：００～１９：００ 会費：５，２００円 出席者：40名
（２）臨時社員総会 令和元年７月１７日(水) １８：１０～１８：３０ 都庁二庁ホール
出席者３５名＋委任状１４名＝４９名
１）議事
①分担金（会費）見直しについて
賛成多数により承認
（３）第２回社員総会 令和元年９月２５日(水) １８：３０～２０：００ 武蔵野公会堂会議室
出席者４５名＋委任状８名＝５３名 東京都２名
ＯＢ会(永井様、平尾様)
OB会から賛助金を受領
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②関東スポーツ推進委員理事会
③関東スポーツ推進委員研究大会 埼玉大会
④全国連合定時総会
⑤都スポ協会長会
⑥ニュースポーツ研修会
⑦ファミリー健康体力向上事業中央研修会
⑧都スポ協交流ボッチャ大会
⑨令和元年度臨時社員総会
⑩令和２年度広域地区別研修会事前説明会
⑪東京都障害者総合スポーツセンター開所式
⑫東京都初級障害者スポーツ指導員養成講習会
⑬令和元年度全国スポーツ推進委員（功労者表彰・30年勤続表彰・優良団体表彰）
⑭令和元年度広域地区別研修会報告(第１．２．３．６．７．８．９ブロック)
⑮実務研修会
⑯リーダー委員会報告
２）今後の事業について
①課題別研修会
②第６０回全国スポーツ推進委員研究協議会三重大会
③女性委員会企画研修会
④地域スポーツ支援研修会
以上の議事について原案通り承認
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（４）第３回社員総会 令和元年１２月１１日(水) １９：００～２０：００ 深川スポーツセンター 会議室
出席者３９名＋委任状１４名＝５３名 東京都２名
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②関東大会収支報告
③令和元年度広域地区別研修会報告(第４．５．１０．１１ブロック)
④課題別研修会
⑤第６０回全国スポーツ推進委員研究協議会三重大会
⑥女性委員会企画研修会
２）規則等改正について
３）今後の事業
①地域スポーツ支援研修会
②生涯スポーツ・体力つくり全国会議
③リーダー養成講習会
以上の議事について原案通り承認
４）情報交換会
会場：毬乃 時間：20：15～21：40 会費：4,000円 出席者：41名
（５）第４回社員総会 令和２年３月 書面による決議
１）報告事項
①理事会 各委員会 財務
②研修会報告書
③地域スポーツ支援研修会
④生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０２０
⑤関東地区スポーツ推進委員協議会理事会
⑥障害者スポーツフォーラム中止
⑦リーダー養成講習会中止
⑧東京マラソン２０２０一般参加の部中止
２）協議事項
①令和２年度事業計画（案）
②令和２年度予算（案）
以上の議事について原案通り承認（同意書）

２.理事会
期
第1回

日

4月10日(水)

場

所

都スポ協事務所
（10人）

第2回

5月8日(水)

都スポ協事務所
（9人）
都スポ協事務所

第3回

6月12日(水)

第4回

7月10日(水)

第5回

9月11日(水)

第6回

10月9日(水)

（10人）
都スポ協事務所
（9人）
都スポ協事務所
（9人）
都スポ協事務所
（9人）

主な内容
平成３０年度(４月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告
平成３１年度第１回社員総会の準備
都スポ協会長会
平成３０年度(４月～３月)事業報告・収支決算報告・監査報告
都スポ協会長会
会費見直しについて
都スポ協会長会・ニュースポーツ研修会・ボッチャ大会
全国レクリエーション大会・臨時社員総会・会費見直し
広域地区別研修会 事前説明会
障害者スポーツセンター開所式運営協力 ボッチャ体験
交流ボッチャ大会・臨時社員総会・会費見直し
障害者スポーツセンター開所式運営協力 ボッチャ体験
実務研修会
広域地区別研修会 事前説明会
地域スポーツ支援研修会・第２回社員総会
総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度について
障がい者スポーツに関するアンケート結果
課題別研修会
地域スポーツ支援研修会・課題別研修会
女性委員会企画研修会
リーダー養成講習会
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第6回

第7回
第8回

第9回

第10回

10月9日(水)
ファミリー健康体力測定
地域スポーツ支援研修会
都スポ協事務所
第３回社員総会
11月6日(水)
女性委員会企画研修会
（10人）
地域スポーツ支援研修会
都スポ協事務所
1月8日(水)
令和２年度事業計画案
東京マラソン
（10人）
地域スポーツ支援研修会
都スポ協事務所
東京マラソン
2月12日(水)
令和２年度事業計画案・令和２年度予算案
（9人）
第４回社員総会・初任者講習会・令和２年度理事会体制
令和２年度事業計画案
書面決議
令和２年度予算案
3月13日(水)
第４回社員総会

３.各委員会
（1）企画総務委員会
期 日

場

第1回

4月19日（金）

都スポ協事務所
（11人）

第2回

7月5日(金)

都スポ協事務所
（15人）

第3回

9月10日(火)

第4回

都スポ協事務所
（14人）
都スポ協事務所
2月5日(水)
（12人）

（２）研修委員会
期
第1回

日

4月3日（水）

場

6月5日（水）

都スポ協事務所
都スポ協事務所
（15人）

第3回

7月3日（水）

都スポ協事務所
（10人）

第4回

9月4日（水）

第5回

10月2日（水）

第6回

10月30日（水）

第7回

1月15日（水）

第8回

2月4日（火）

令和元年度第１回社員総会・表彰式・祝賀懇親会
令和元年度会長会
交流ボッチャ大会
交流ボッチャ大会
臨時社員総会
令和元年度第２回社員総会・第３回社員総会
交流ボッチャ大会反省
令和元年度第２回社員総会・第３回社員総会
令和元年度第４回社員総会
令和元年度事業計画案

主な内容

所

（15人）
第2回

主な内容

所

都スポ協事務所
（11人）
都スポ協事務所
（12人）
都スポ協事務所
（10人）
都スポ協事務所
（12人）
都スポ協事務所
（12人）

ニュースポーツ研修会について
実務研修会について
情報提供の方法について
ニュースポーツ研修会役割分担
実務研修会、課題別研修会、地域スポーツ支援研修会について
広域地区別研修会事前説明会について
広域地区別研修会事前説明会資料について
ニュースポーツアンケート結果について
実務研修会講師と打合せ
実務研修会の当日の役割分担、打ち合わせ
課題別研修会の場所の検討
地域スポーツ支援研修会について
課題別研修会の開催要項の担当者決め
広域地区別研修会の報告書担当地区について
課題別研修会の集合時間、役割分担決め
地域スポーツ支援研修会役割分担
次年度の研修会について
地域スポーツ支援研修会役割分担
広域地区別研修会報告書の点検と進捗状況について
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（３）情報委員会
期

日

第1回

4月16日(火）

第2回

6月27日（木）

第3回

9月17日（火）

第4回

11月19日（火）

第5回

2月26日(水)

場 所
都スポ協事務所
（12人）
都スポ協事務所
（14人）
都スポ協事務所
（10人）
都スポ協事務所
（12人）
都スポ協事務所
（10人）

（４）特別委員会【女性委員会】
期 日
場
第1回
第2回
第3回

主な内容
都スポだより117号、118号担当
119号1月発行予定 120号4月発行予定
情報ひろば担当地区変更
118号の変更点について 119号編集担当
都スポだより119号について
120号にの記事、地域スポーツ支援研修会市町村部の担当
都スポだより119号について
都スポだより120号について
都スポだより120号について
都スポだより121号について

主な内容

所

中野区産業振興 令和元年度女性委員会活動について
センター
令和元年度女性委員会企画研修会について
6月28日（金）
（12人）
中野区産業振興 令和元年度女性委員会企画研修会『ゴールボール』について
センター
運営等の確認
10月29日（火）
役割分担
（16人）
ＭａｉｓｏｎdeＭＵＲＡ 令和元年度女性委員会企画研修会『ゴールボール』について
2月21日（金）
令和２年度女性委員会活動について
（12人）

（５）特別委員会【リーダー委員会】
委員会開催なし

４.令和元年度東京都スポーツ推進委員協議会 会長会
①日 時 令和元年６月１６日(日)13：45～16：40
出席者 会長46名 他13名 東京都4名 都障協2名 合計65名
②会 場 江東区文化センター ５階会議室
③内 容 情報提供（東京都、都障協、リーダー委員会）・分担金（会費）改定について
グループディスカッション 「スポーツ実施率向上に向けた各地区の事業運営の現状と課題」
内容発表および意見交換
④情報交換会17：20～19：00 北海道知床漁場東陽町店 会費 4,500円 参加者 45名

５.その他
（１）(公社)全国スポーツ推進委員連合
１.令和元年度全国スポーツ推進委員連合理事会・総会
◇１回目 令和元年６月１１日（火） 国立オリンピック記念青少年総合センター
出席者:新島会長
１)協議事項
①第６１回全国スポーツ推進委員研究協議会（栃木県）
②平成３０年度事業報告
③平成３０年度貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録承認
④定款の変更 （事務所の住所変更 渋谷区→新宿区）
２)確認事項
「会員証」の取扱いについて
３)報告事項
①第５９回全国スポーツ推進委員研究協議会（鹿児島県）
②第６０回全国スポーツ推進委員研究協議会（三重県）
③「スポーツ推進委員の在り方検討」について
④「みんなのスポーツ」等の価格について
⑤令和元年度ファミリー健康体力向上事業「中央講習会」及びリーダー養成講習会日程
⑥「第７３回全国レクリエーション大会in宮城」について
⑦機関紙「みんなのスポーツ」及び「スポーツ推進委員手帳」の現況について
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（２）関東スポーツ推進委員協議会
１.令和元年度関東スポーツ推進委員協議会理事会
◎１回目 令和元年６月７日(金) 大宮ソニックシティ
出席者:新島会長
１)協議事項
①令和元年度関東スポーツ推進委員研究大会日程について
②令和元年度関東スポーツ推進委員協議会表彰について
③関東スポーツ推進委員協議会規約改正について
④令和２年度関東スポーツ推進委員研究大会茨城大会について
◎２回目 令和２年２月２１日(金) オークラフロンティアホテルつくば
出席者:新島会長
①令和元年（２０１９年）度事業報告について
②令和元年（２０１９年）度収支決算報告について
③令和元年（２０１９年）度関東スポーツ推進委員研究大会収支決算について
④女性参画についての回答集約の件
⑤令和２年度関東スポーツ推進委員協議会役員（案）について
⑥（公社）全国スポーツ推進委員連合理事について
⑦令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
⑧関東スポーツ推進委員協議会表彰規程について
⑨関東スポーツ推進委員研究大会について （茨城大会案）

事 業
１.東京都共催事業
（１）広域地区別研修会(ブロック別研修会開催地区)
ブロック
開催日
担当地区

会場

都スポ協担当

第1Ｂ

7月6日（土）

港区

港区立スポーツセンター

新島会長

第2Ｂ

9月7日（土）

北区

滝野川会館

中川副会長

第3Ｂ

8月31日（土）

品川区

品川区中小企業センター

新島会長

第4Ｂ

10月5日（土）

中野区

なかのＺＥＲＯ西館 小ホール

中川副会長

第5Ｂ

9月28日（土）

墨田区

すみだリバーサイドホール

新島会長

第6Ｂ

9月14日（土）

稲城市

稲城市振興プラザ

島田副会長

第7Ｂ

9月7日（土）

檜原村

檜原村立檜原小学校体育館

新島会長

第8Ｂ

7月27日（土）

東大和市

東大和市市民会館ハミングセンター

新島会長

第9Ｂ

9月7日（土）

武蔵野市

武蔵野スイングホール

岡田副会長

第10Ｂ

11月30日（土）

東村山市

東村山市民スポーツセンター

新島会長

第11Ｂ

11月29日（金）

大島・利島

ニューピア竹芝サウスタワー

新島会長

※参加者合計 1,038名
（２）課題別研修会
令和元年度東京都スポーツ推進委員 課題別研修会
①日 時 令和元年11月2日(土) 13：30～16：30
②会 場 雑司ヶ谷地域文化創造館
③対象者 各区市町村スポーツ推進委員及び行政担当者
④参加者 57名
⑤ 研 修 ｢総合型地域スポーツクラブの現状とこれ からの方向性」
(総合型スポーツクラブか らの視点)」
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⑥講 師 NPO 法人地域総合ス ポーツ倶楽部・ピボットフット理事長 桑田健秀氏
⑦内 容 東京では「東京都スポーツ推進総合計画」を策定しました。
オリンピック・パラリンピック後の総合型地域スポーツクラブの現状とこれからの方向性を
考えていきたいと思います。
（３）地域スポーツ支援研修会
開催区分
開催日
区部
参加者
151名
市町村
部
参加者
148名

令和2年
1月25日(土)
13:40～16:40

令和2年
2月8日(土)
13:40～16:40

全域
令和2年
参加者
2月15日(土)
①59名 ①10:00～12:00
②59名 ②13:40～16:10

会場

研修内容

講師・パネラー等

◇講義
早稲田大学スポーツ科学
「スポーツを取り巻く環境とスポーツ・イ
学術院・准教授
港区立男女平
ンテグリティ」
弁護士 松本 泰介 氏

等参画センター
ホール「リーブ ◆トークセッション
語り手：千代田区、荒川
ラ」
「スポーツ推進委員の資質向上に向け 区、世田谷区、練馬区、
た取組と活動におけるマナー」
葛飾区
◇講義
隼あすか法律事務所
「スポーツを取り巻く環境とスポーツ・イ 弁護士 椿原 直 氏
立川市女性総 ンテグリティ」

合センター「アイ
◆トークセッション
ム」

「スポーツ推進委員の資質向上に向け
た取組と活動におけるマナー」
＜午前の部＞
①「女性・子どものスポーツ参加に向け
て」

墨田区曳舟文
化センター
＜午後の部＞

語り手：多摩市、日の出
町、武蔵村山市、三鷹市
お茶の水女子大学
基幹研究院・教授
水村 真由美 氏

ジャパン ライフ フィットネ
②「親子で楽しむスポーツレクリエーショ ス ネット ワーク代表
ン」
多田 ゆかり 氏

（４）初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
①日 程 令和元年７月２０日（日）、８月３日（土）、８月４日（日）、８月１７日（土）、８月１８日（日）
②会 場 くにたち市民総合体育館
③対象者 各区市町村スポーツ推進委員及び区市町村職員
（公立スポーツ施設の職員及び指定管理者職員を含む）
④修了者 19名 （スポーツ推進委員）
⑤目 的 初級障がい者スポーツ指導員の資格取得
（５）中級障がい者スポーツ指導員養成講習会
①日 程 令和元年10/19(土)、10/20(日)、10/26(土)、11/3(日)、11/4(月・祝)、
1/11(土)、1/12(日)、1/18(土)、1/19(日)
②会 場 武蔵野総合体育館、新宿スポーツセンター、新宿コズミックスポーツセンター、
東京都障害者総合スポーツセンター 、品川総合体育館
③対象者 各区市町村スポーツ推進委員及び区市町村職員
（公立スポーツ施設の職員及び指定管理者職員を含む）
④修了者 30名（対象者合計）
⑤目 的 中級障がい者スポーツ指導員の資格取得
（６）障害者スポーツセミナー （中止）
①日 程 令和2年3月7日（土） 13：00～16:45
②会 場 渋谷区文化総合スポーツセンター大和田
③内 容 「年代で見る！都内における障害 の ある人のスポーツ実施の現状 」等の講義、実技
を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止となった。

6

２.自主研修事業
（１）研修事業
１)ニュースポーツ研修会
①日 時 令和元年6月22日（土）
②会 場 ヤマトフォーラム 体育館
③内 容 クロスミントンは屋内・屋外を問わずプレイができます。ネットを使わずにおこなうバトミントン
に似たスポーツです。実際に体験をしながら、ルールと用具の使い方を研修します。
④講 師 クロスミントン協会理事長 今田 恵美 氏
⑤参加者
64名
２)令和元年度都スポ協交流ボッチャ大会
①日 時 令和元年7月15日(月・祝) 13:30～16:00
②会 場 千代田区立スポーツセンター
③内 容 16チームによるペア戦、４チームごとの予選リーグ戦で上位２チームが決勝トーナメントへ、
8チームによる決勝トーナメント、1～3位に賞状と賞品授与
④参加者
33名
⑤情報交換会17：00～19:00 テング酒場神田南口店 参加者27名
３)実務研修会
①日 時 令和元年9月21日(土) 13:30～16:00
②会 場 新宿区若松地域センター
③内 容 『スポーツ推進委員に期待されるリーダーシップ』
④講 師 （一社）東京都スポーツ推進委員協議会顧問 阿部正幸氏
⑤参加者
79名
４)女性委員会企画研修会
①日 時 令和元年12月7日(土) 14：00～16：30
②会 場 江東区深川スポーツセンター
③内 容 『ゴールボール』
④講 師 木内清治氏 チーム「ローラー作戦」
⑤参加者
68名
（２）『東京都スポーツ推進委員だより』の発行(配信)
１）１１８号 令和元年７月３１日発行
① 令和元年度第１回社員総会
② 令和元年度臨時社員総会 （会費の改定）
③ 関東スポーツ推進委員研究大会 埼玉大会
④ ニュースポーツ研修会
⑤ 会長会
⑥ 交流ボッチャ大会
⑦ 情報ひろば （目黒区、北区、羽村市、東村山市）
２）１１９号 令和２年１月８日発行
① 新年のごあいさつ
② 令和元年度第２回社員総会
③ 令和元年度第３回社員総会
④ 第６０回全国スポーツ推進委員研究協議会・表彰
⑤ 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
⑥ 実務研修会
⑦ 課題別研修会
⑧ 女性委員会企画研修会
⑨ 情報ひろば （世田谷区、八王子市、あきる野市）
３）１２０号 令和２年３月３１日発行
① 令和２年度事業方針・事業計画概要
② 地域スポーツ支援研修会(区部)
③ 地域スポーツ支援研修会(市町村部)
④ 地域スポーツ支援研修会(全域)
⑤ 生涯スポーツ・体力つくり全国大会２０２０
⑥ 東京マラソン２０２０
⑦ 情報ひろば(稲城市）
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（３）顕 彰 (スポーツ推進委員功労者の表彰)
１）文部科学大臣表彰
①宮崎英子（小金井市）
②岡田眞由美（三鷹市）
③飴本公子（品川区）
２）令和元年度全国スポーツ推進委員連合表彰
◆功労者表彰
①五十嵐義臣（江東区） ②関隆男（葛飾区） ③金井利奈（墨田区）
④太田雄三（練馬区）
⑤青木しおり（新宿区） ⑥安部純一（江戸川区）
◆３０年勤続表彰
①山本益弘（江東区）
◆優良団体表彰
武蔵野市スポーツ推進委員会
３）令和元年度関東スポーツ推進委員協議会表彰
◆功労者表彰
①濱谷佳彦 （世田谷区 ） ②笠松文子 （東大和市 ） ③清水友美 （荒川区 ） ④長峰政子 （葛飾区 ）
⑤竹嶋一茂 （瑞穂町 ） ⑥鶴﨑勝彦（大島町） ⑦石塚利郎（練馬区） ⑧羽田芳子（中央区）
４）令和元年度東京都スポーツ推進委員協議会表彰
①功労者表彰
１１名
②永年勤続表彰
２名
③特別表彰
該当なし

３.派遣事業
（１）令和元年度関東スポーツ推進委員研究大会埼玉大会
①日 程 令和元年６月７日(金) ～８日(土)
②会 場 埼玉県大宮ソニックシティホール他
③内 容 大会テーマ『彩の国から地域スポーツで社会の絆を！』
～みんなで する・みる・ささえる環境づくりを～
基調講演『その１秒をけずりだせ』
講師：酒井俊幸 東洋大学陸上部 長距離部門監督
第１分科会…「地域スポーツの拡大」
第２分科会…「障がい者スポーツと共生社会へ」
第３分科会…「さいたまを見る（ウォーキング）」
～東京２０２０オリンピックが開催されるさいたま市内をウォーキングで散策～
④派遣 新島会長、岡田副会長、島田副会長
（２）第６０回全国スポーツ推進委員研究協議会 三重県
①日 程 令和元年１１月１４日(木) ～ １５日(金)
②会 場 三重県津市（津市産業・スポーツセンター サオリーナ）
③内 容 大会テーマ「スポーツ・イン・ライフを目指して」～とこわか（常若）な社会の実現に向けて～
講演「心で走る」
講師：瀬古利彦 横浜DeNAランニングクラブ エグゼクティブディレクター
シンポジウム「新たな時代のスポーツ文化の確立に向けて」
第１分科会…「スポーツを通じた地域活性化」
第２分科会…「健康寿命の延伸に向けた取組」
第３分科会…「障がいの有無に関わらず楽しめるスポーツの振興」
第４分科会…「子供・若者のスポーツ活動の推進」
④派遣 新島会長、中川副会長
（３）生涯スポーツ・体力つくり全国会議2020
①日 程 令和２年２月７日(金)
②会 場 島根県松江市
③内 容 全体テーマ「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーに向けて」
全体会テーマ（トークセッション）
「みんなで一緒に Sport in Life で生き生きとした人生を！」
ファシリテーター：福田光男氏（ＮＨＫ松江放送局アナウンサー）
スピーカー
：スポーツ庁長官 鈴木大地氏、 ペナルティー ワッキー氏
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循環器中町クリニック院長、大井町クリニック理事長、マラーマポノ（株） 原久美子氏
第１分科会…「女性が健やかに、美しく、生活を楽しむためのスポーツ環境を考える」
第２分科会…「人生１００年時代！ 「楽しさを」重視したスポーツ・レクリエーションの可能性」
第３分科会…「Sport in Life を環境から仕掛けてみる ～スポーツで健康な街づくり～」
第４分科会…「Sport in Life の実現に向けた、スポーツ現場でのリスクマネジメントを考える
～いつでも、どこでも、誰でも安心・安全にスポーツができるか何強を目指して～」
④派遣 新島会長
(４)令和元年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会 （中止）
①日 程 令和２年２月２９日(土) ～３月１日(日)
②会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター
③内 容 『スポーツ推進委員のハンドブック～生涯スポーツのコーディネーター～』
の講義及び演習を予定していたが、感染症拡大などの状況を鑑み中止となった。

４.協力事業
(１)東京都
1)令和元年度 東京都生涯スポーツ担当者研修会
①日 程 令和元年１２月２３日(月)
②会 場 東京都庁都民ホール
③内 容 講義１『健康づくりのための身体活動～スポーツ実施率70％達成に向けて～』
講師 医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部 宮地元彦 氏
講義２『これからの地域スポーツクラブの在り方について～スポーツ団体ガバナンスコード
＜一般スポーツ団体向け＞等をふまえて～』
講師 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 木村和彦 氏
２)東京マラソン２０２０（派遣中止）
①日 程 令和２年３月１日(日)
②内 容 都庁～都内各所～東京駅におけるコース整理員等を予定していたが、感染症対策のため
ボランティアエントリーはキャンセルとなった。
③状 況 エリート及び車いすエリートの部のみ開催
(２)第５８回1000万人ラジオ体操・みんなの体操際
①日 程 令和元年７月２８日(日)
②内 容 駒沢オリンピック公園総合運動場でのラジオ体操とみんなの体操
③派 遣 新島会長
(３)第１８回新宿区シティハーフマラソン(区民健康マラソン)
①日 程 令和２年１月２６日(日)
②内 容 明治神宮野球場をメイン会場としたコースの整理員等
(４)(公社)全国スポーツ推進委員連合
①機関誌「みんなのスポーツ」の購読促進
②「スポーツ推進委員手帳」「スポーツ推進委員のハンドブック」の普及推進
③シンボルマークのスポーツ推進委員グッズ(ジャンパー・ポロシャツ・バッジ・ペンダント
・ネクタイ・タイピン・ピンブローチなど)の普及推進
④賛助会員としての協力促進
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