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【理事会報告】 

 

平成 22 年度（2010 年度）大阪体育学会第５回（通算 130 回）理事会議事録 

 

日時 ： 2011 年）2 月 18 日（金）18 時 30 分 ～ 20 時 30 分 

場所 ； 大阪体育大学アネックス ４階会議室 

 

出席；伊藤，佐川，中塘，荒木，石川，伊藤み，佐伯，増原，三野，三村，宮側 

（以上，敬称略） 

<報告承認事項> 

１．平成 22 年度（2010 年度）第４回（通算 129 回）理事会議事録（案）の承認 

 （別添 資料１） 

 

<審議事項> 

１．平成 22 年度総会議題書および資料の確認（別添 資料２） 

荒木理事長より平成 22 年度総会議題書の報告と資料の確認がなされ，理事会で承認さ 

れた．大阪体育学研究 No.49 とサプリメント No.49 を事務局より発送することが確認さ 

れた． 

 

２．平成 23 年度事業計画（案）について（別添 資料３） 

荒木理事長より平成 23 年度の事業計画について提案がなされ，理事会で承認された． 

 

３．平成 23 年度予算（案）について（別添 資料４） 

荒木理事長より平成 23 年度予算案が提案され，次回の理事会で詳細な報告がなされる 

ことが確認された． 

 

４．会員の異動について 

荒木理事長より下記の会員の異動について報告され，承認がなされた． 

・入会５名 

(入会日)  (氏名)   (所属)           (推薦人)  (領域研究会) 

①22.12.15 中島友樹 兵庫教育大学 （大学院生）  後藤幸弘 身体運動文化，教育 

②22.12.15 千原啓輔 兵庫教育大学附属小学校（勤務）後藤幸弘 身体運動文化，教育 

③22.12.15 川人慎二 兵庫教育大学附属小学校（勤務）後藤幸弘 身体運動文化，教育 

④22.12.15 佐々敬政 兵庫教育大学附属小学校（勤務）後藤幸弘 身体運動文化，教育 

⑤23.01.07 中西増代 近畿大学非常勤講師（勤務内定）鈴木邦雄 健康，教育 

 

・退会 2 名（平成 22 年 11 月 14 日～平成 23 年 2 月 18 日） 

(退会日)  (氏名)   (所属) 

23.02.12 山元健太 国立循環病センター研究所循環動態機能部 

23.01.15 川口 浩 関西大学 

５．大阪体育学会 名誉会員の推薦 

荒木理事長より名誉会員の条件を満たす資格者について報告がなされ，松浦道夫先生を 

理事会から名誉会員として推薦することが承認された． 
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６．編集委員会 

1) 規程の改正（別添 資料６） 

中塘理事より，大阪体育学研究投稿規程の改正について提案され，理事会で承認された． 

 

７．財務委員会 

  1) 協賛金の募集について（別添 資料７） 

荒木理事長より，来年度は 21 企業からの協賛金が集まったことが報告された． 

 

８．学会委員会 

1) 第 49 回学会大会について 

三村理事より，第 49 回学会大会についての報告がなされ，理事会で承認された． 

 

９．H23 年度 特別事業「なにわのスポーツ史」編纂について 

荒木理事長より，後藤理事の H23 年度 特別事業「なにわのスポーツ史」の提案（下記）について

報告がされ，次回の審議事項として持ち越された． 

  事業費概算；3,000,000 円 

  （出版費用） 

  ・印刷費；1,890,000 円（消費税込）A4 判 350 頁 2,000 部印刷 販売価格 3,000 円 

  ・写真等の掲載料等の諸費用；（広告・寄付協賛の募集・出版助成を検討し，充当の予 

定） 

  （費用の確保） 

  ・学会（特別会計）；1,000,000 円 

  ・理事会での販売買い取り；1,050,000 円（理事・役員は 10 冊程度の販売を担当する） 

  ・購買；一般に販売 

 

<報告承認事項> 

２．各種委員会からの報告（事務局・編集委員会） 

1) 事務局； 

荒木理事長より，下記の５点について事務局報告がなされた． 

(1) 日本体育学会名誉会員の推薦について 

        中神 勝氏を日本体育学会名誉会員として推薦する． 

      (2) 大阪体育大学大学院・学術交流プロジェクトの後援について（別添 資料） 

大阪体育大学大学院・学術交流プロジェクトを後援する 

「フィンランドの体育・スポーツ・健康に関する教育と研究」 

         日時：2011 年 3 月 21 日(月祝) 講演 10:00-11:30, 13:00-14:30 

場所：大阪体育大学 

(3) 笹川スポーツ財団「スポーツ振興研究助成」募集について 

(4) 「学会名鑑」への登録について 

来年度の学会名鑑に大阪体育学会を登録する． 

(5) 日本学術協会への委員の推薦について 

会長，副会長の 3 名を推薦する． 

 

2)編集委員会；大阪体育学研究について 

中塘理事より， 12 編の論文投稿があり，10 編が採択された（原著５編，研究資料３編，実践

報告 1 編，2 編は審査中）ことが報告された． 
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3)広報委員会； 

 (1) 会報 44 号の編集について（原稿の依頼） 

新宅理事に代わり荒木理事長より，下記の会報 44 号の原稿依頼の報告がなされた． 

     (2) 学会 HP（迷惑メール対策について） 

荒木理事長より，学会 HP 上のメールアドレスを削除する報告がなされた． 

   (3) 入会手続きについて 

荒木理事長より，大阪体育学会の入会届についての変更について報告された。 

学会ホームページ上から，「大阪体育学会入会届」をダウンロードして事務局に送付する

方法に変更したことが報告された． 

(4) 日本体育学会 支部・分科会合同会議の報告 

佐川理事より，日本体育学会 支部・分科会合同会議の報告（新公益法人制度への 

移行）がなされた． 

 

３．領域別研究会からの報告 

  スポーツ領域研究会； 

健康領域研究会；宮側理事より，3 月に研究会を行うことを検討中であることが報告された．幹

事が熊本先生から岡崎先生に変更されたことが確認された． 

        また、教育領域と健康領域の合同研究会の計画もあるとの報告があった。 

４．その他 

 

 

 

【会員の異動】 

 

入会（平成 22 年 10 月～平成 23 年 2 月まで） 

(氏名)   (所属)          (領域研究会)    (推薦人)    

横山喬之 摂南大学         スポーツ       近藤 潤 

北島奈津 大阪体育大学       教育         伊藤美智子 

中島友樹 兵庫教育大学大学院生   身体運動文化，教育  後藤幸弘 

千原啓輔 兵庫教育大学附属小学校  身体運動文化，教育  後藤幸弘 

川人慎二 兵庫教育大学附属小学校  身体運動文化，教育  後藤幸弘 

佐々敬政 兵庫教育大学附属小学校  身体運動文化，教育  後藤幸弘 

中西増代 近畿大学非常勤講師    健康，教育      鈴木邦雄 

 

退会（平成 22 年 10 月～平成 23 年 2 月まで） 

荒木 武 摂南大学 

山元健太 国立循環病センター研究所循環動態機能部 

川口 浩 関西大学 

 


