
第 25 回小平市水泳協会理事会 

                                              

議  事  録 

2021・4・8 

 

 出席者  会長 〇金子 副会長 〇河野 理事長 〇渡辺 

     運営本部 〇清水 〇瀬戸口 〇若林 広報 〇土方 普及 〇堀川 競技 〇堀尾 

     体育協会代表委員 〇若林 都下水連 〇堀尾 

 

                                    議      題 

 

2021 年度総会前の理事会の為、総会についての協議案件を中心に検討した。協議出来ていない案件は次回理事

会への継続案件とし本議事録からは削除とした。また、報告事項も口頭での報告はなしとした。 

 

A：報告事項 

 

1.小平市体育協会関係 

１) 4/6 第 1 回体協理事会へ渡辺理事長が出席。 4/15・16 代表者会議、議題資料の承認等。 

 ・令和 3 年度第 1 回社員総会日程変更。6/11 から 6/16(水)へ。市議会の関係。 

 ・第 2 回体協理事会日程変更。6/17 から 6/21(月)へ。体協臨時理事会を 5/26(水)開催。 

  

２）代表委員会日程を都リバウンド防止対策で、2 日間開催へ変更。渡辺理事長・若林代表委員は 4/16 出席予定。 

 

３）5/9 都民体育大会開会式へコロナ対策により各市 3 名の参加となったため、加盟団体への派遣要請はナシ。 

 

４）第 40 回小平グリーンロード歩こう会役員派遣に堀川委員長派遣となっていましたが、「大変恐縮ですが、新型コ 

ロナウィルス感染症防止対策、チェックポイントとお住まい等を考慮し、役員をご遠慮していただくこととい 

しました。」と連絡入った旨、堀川委員長から報告が有りました。 

 

2.東京都水泳協会関係 なし 

3.都下水泳協会連合関係 なし 

    

4.運営本部 

 財政企画・事務管理・広宣部門 

１) 正会員退会 

  多田峯子正会員・荒畑博正会員 

     

２）ゆうちょ銀行口座 3 月末残高 63,654 円 

 

３）みずほ銀行口座 3 月末残高 2,006,477円 

   

４）会計会議 4 月 4 日（日）10 時～11時 30 分 福祉会館 

  出席：石塚・菊地・萩野・安部委員 河野副会長・渡辺理事長 瀬戸口本部会計 清水運営本部長 

  内容：①2020 年度収支決算について 

     ②2021 年度予算案について 

     ③2021 年度予算仮払い 

     ④協会としての税務対応について 

     ⑤2021 年度からの会計担当確認 

      会議管理・市民まつり実行部門：石塚委員 

      広報委員会：菊地委員 

      普及委員会：堀川委員長兼務 

      競技委員会：安部委員 

      市町村総体特別委員会：河野委員 

      マスターズ特別委員会：久野委員 

      都育成事業特別委員会：水野（千）委員 



 

    ⑥今後のスケジュール 

 

   →議事録が資料として提出あり 

       

５）内部監査 4 月 6 日（火）19 時～体育館 

  監査人：久保田節子監事 嶋田光子監事 

  立会人：金子会長 河野副会長   資料提出者：運営本部/瀬戸口理事 清水運営本部長 

   

６）スタッフブログ 毎月 15 日更新 2021年度からの担当者 

  ４月：普及委員会/竹村副委員長 ５月：競技委員会/関口副委員長 ６月：会議管理部門/石塚委員 

  ７月：広報委員会/菊地委員 ８月：普及委員会/前萩野委員 9 月：競技委員会/安部委員  

  ※10 月からは協議事項 

 

７）2021 年度教室名簿調査実施 ４月 10 日（土）締切 回答結果は 4 月 7 日現在 

 火曜午前：〇 29 名 午後：〇（22 名） 夜間：未回答（29 名） 

 水曜午前：〇 18 名 午後：〇（14 名） 夜間：未回答（15 名） 

 木曜午前：〇 18 名 シルバー：〇（29名） 

 金曜午前：〇 23 名 シルバー：〇 15名 夜間：未回答（12 名） 成人シルバー合計：224 名 

 

 火曜ジュニア：〇 26 名 水曜ジュニアⅠ：〇 27 名 水曜ジュニアⅡ：〇 20 名 

木曜ジュニア：未回答（29 名） 金曜ジュニア：〇 18 名  ジュニア合計：120 名 

 

８）教室会員への 2021 年度４月～6 月中止連絡で宛先不明 

  ４月 6 日現在へ金曜シルバー1 名宛先不明で戻りあり。新住所確認済。 

  残暑見舞いや新型コロナの影響で直接ご自宅への連絡が多くなった結果住所確認にもつながった。 

 

９）ゆうちょ銀行口座の「取引時確認」 

  Web 上で取引時確認を 4月 7 日（水）に実施。 

  ゆうちょ銀行からの重要郵便物の受取りが 4 月 6 日（火）で回答期限が 4 月 7 日（水） 

 

  →重要郵便物は加盟団体へ連絡を頂きたい。 

 

10) 令和 3 年度版市民活動団体データー集「むすぶ」 

  小平市民活動支援センターあすぴあから配布された。市内、226 の市民活動団体の紹介データー集で当協会も紹介

されている。 

  226 の団体で連絡先窓口がほとんど e-mail が中止になっていて e-mail のみの団体もある。経費及びスピード感か

らか今後も e-mail へシフトしていくと思われる。 

 

 市民まつり実行・会議管理部門 

１) 総会議案書作成、総会のための事前準備、同シナリオ作成 

 

5.広報委員会   

１) 水協クイズ No.8 HP 更新 4 回 

・当選者抽選 4/1㈭ zoom で行いました。 

   ・当選者発表チラシ作成 HP に掲載は 4/10 予定 （資料作成 保存） 

  ・教室中止のため 賞品を運営本部に郵送願いたい。コロナ対策のため 

   ・賞品購入しお手紙を添えて理事会にて運営本部にお渡しします。 

   4/10 郵送の予定で HP に掲載する。（変更の場合は修正します。） 

 

２）体協派遣事業 5/9㈰ 都民大会開会式参加 

  中村和子委員 

 

6.普及委員会 

１) 普及委員会 2021 年人事について 

委 員 長：堀川 



副委員長：竹村 

委  員：小宮 

会  計：委員長が兼務 このポストについては、運営本部と連携を図る 

この場合、委員長が委員会の会計を担うのは適切ではないが、 

ビジネスデビットカードを有効に利用し、現金決済を限りなく無くしていく 

 

２) 今後の教室運営の考え方について 

  ・3 月 27 日(土)の全体会議での意向確認→11 名（理事兼指導員・庶務は除く） 

   ※意向確認については別紙参照 

  ・既存教室会員を対象とした短期教室(9 月-10 月期 11 月-12 月期 2 月-3 月期)を実施する方向で検討 

  ・2022 年 1 月に温水プールボイラー交換工事を実施→プール閉鎖予定 

  ・会員証(出欠席チェックについては、指導員がプールにて行う) 

   当面、教室会員の会員証は、プール入退場チェックとして、プール受付にて提示するようにする。 

  ・教室会員への還元施策である出席ポイントチェックは指導員がプールにて実施 

 

３) 確認事項 

1．2021 年の正会員費について→感染防止対策を徹底するため、正会員費は振込を実施 

     ①ゆうちょ銀行に振込む場合 

     振込口座名：小平市水泳協会 記号：10120  番号：72324241 

     ②他の金融機関から振込む場合 

     店番：018  預金種目：普通預金  口座番号：7232424 

 

   →正会員の会費については 2021 年度以降も原則は振込と 2020 年度第 24 回理事会にて決定している。 

     

  2. 個人のクレジットカードの使用禁止 

   運営本部、普及委員会、競技委員会にビジネスデビットカードを貸与 

   Amazon、楽天市場の水泳協会アカウントあり 

 

４) 萩野委員 小西委員 退任の慰労会 

 

５) 第 40 回「小平グリーンロード歩こう会」役員について 

  小平市体育協会より、役員についてご遠慮いただくお手紙を受領 

 

7.競技委員会 

１) 競技委員会の開催 

日時：4/4(日) 13:00～14:50 福祉会館第 2集会室：健康状態・会議出席状況の確認を記入 

目的：市民大会の運用を検討して委員会で合意をとる。 

  参加者：安部、内木場、鈴木良子、関口、松尾、水野、堀尾 7 名 

  内容：第 48 回市民水泳競技大会の運営の検討 

     主な内容 

１． 今回の市民大会のあるべき姿 

・コロナ対策を行い参加者、競技役員の安全を第一に準備、開催を検討する。 

・開催可否の判断時期は明確にして決定する。 

・参加者、運営側両方の立場から２年続けての開催中止は避けたい。 

      ２．運営 

① 競技： 

・種目は 50ｍ4 種目、リレー種目、ファミリーリレーは実施しない。学校対抗はなし。 

・速報はなし。賞状、記録証、メダルは渡す。 

・参加は一人 2 種目以内。 

・午前中の開催。 

・ウォーミングアップは参加者の時間を分けて実施。 

・参加者が少ない場合は中止とする。 

② コロナ感染予防対策 

・マスク着用、手指消毒。 



・無観客で実施。 

・選手、コーチ、部活顧問、競技役員は 2 週間前からの健康管理票記入。 

・更衣室のマスク着用、会話をしないことなどの監視を行う。特にウォーミングアップ終了時。 

・参加者の荷物袋を用意。 

・参加者受付は金、土、日の 3 日間で午後のみ実施。 

③ 競技役員 

・5/10 最初の実施判断でＧＯがでた後に指導員、庶務員、正会員に意向調査を実施。 

・学生、他市には協力依頼しない。 

・最少人数で運用する。 

・役員数が少ない場合は中止とする。 

 

8.都育成事業特別委員会  

１) 5/21(金)第 1 回ジュニアシニア事務連絡会。2022 年 2/18(金)第 2 回ジュニアシニア事務連絡会の予定。 

 

２）４月２０日(火)14:00～16:00 第１回特別委員会開催予定 体育館第３会議室  

議題  ジュニア・シニア事業の実施に当たって 

 

   →1.は Google カレンダーへ入力済。2.を追加入力致しました。 

    

9.市町村総体特別委員会 なし  

 

10.マスターズ特別委員会 

１) 短水路大会 埼玉・深谷会場 4/4 小柴、鈴木聖、金子参加 

     小柴: １個メ １位、鈴木: 1 個メ ２位 

   水協ホームページに掲載しました。 

 

11.その他報告事項  

１) 法人番号指定通知書を国税庁から受け取りました。 

 

２） e-Tax(Web 版)に登録完了致しました。 

 

Ｂ：協議事項 

1.小平市体育協会関係 なし 

2.東京都水泳協会関係 なし 

 

3.都下水泳協会連合関係 

１) 9/23(木)市町村総体水泳競技大会（東久留米市スポーツセンターで実施）のアンケート調査：別添資料参照 

  4/10(金)都下水連事務局へ回答予定。 

  ①主な回答内容 

   ・中止が最適だと思います。諸々のコロナ対策を行っての運用は組織、費用の面で難しいと思います。 

   ・参加する場合でも参加選手は１０名以内、競技役員は派遣する場合でも最大２名。希望者が無い場合があり 

ます。 

   ・計時員無しは反対。ソフトタッチは違反ではなく泳者の記録をとる必要がある。折返しと計時兼務での削減 

    もあるのではないか。審判長は電子笛を使用。 

   ・危険・困難に遭遇してまで水泳競技大会を開催する意義は?⇒ないと考えます。 

 

   ⇒アンケートの内容に対して了解した。    

 

4.運営本部 

 財政企画・事務管理・広宣部門 

 

１) 第 25 回理事会報償費の取扱い 

  2021 年 4月 8 日に開催するが、2021 年度総会前の為、2020 年度の理事会扱いとする。 

  会計年度は 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日となっている。2021 年度は理事会報償費カットの為、取扱いを決めて頂きた

い。 

  



  ⇒会計年度に合わせることで承認。第 25 回理事会報償費は無償とする。 

    

 ２）3 月 27 日全体会議議事録 

   対象者で欠席者への資料送付確認及び外部指導員の取扱いを決めて頂きたい。 

 

  ⇒議事録は「水泳協会としての税負担について」を「水泳協会としての税務対応について」に変更して承認。 

   欠席者は議事録と当日の資料（非開示は除く）をメールにて運営本部から送付する。出席者は議事録のみ配信

とする。 

  ⇒外部指導員は当日の出席対象者なので、議事録及び資料は送付する。2021 年度教室の指導依頼については協会

としてご連絡を差し上げる。 

 

 ３）理事会運営規定の改定  

    

⇒事務分掌で HP 管理を広報委員会から運営本部変更で承認 

  ⇒改定日を 2021 年４月 1 日とし 2021 年度総会議案書へ記載とする。 

 

  

 市民まつり実行・会議管理部門 

１) 2021 年度総会議案書承認について 

   

  ⇒提出資料の当日配布する紙ベースの資料を協議し承認。   

  ⇒協会 HP で公開する資料も含めた全体の議案書は 4 月 21 日（水）公開で承認。 

    

２）総会シナリオ承認について 

 

⇒質問・意見・要望がある方は挙手をして、議長から指名を受けてから質問者席へ移動して氏名を言ってから発

言など指摘事項あり。会議管理部門で修正して 4 月 10 日（土）に関係者へ送付する。 

 

３）表彰状（案）・感謝状（案）について（第 24回理事会で資料配布済です） 

   

  ⇒提出資料で承認 

 

４）2021 年度総会設営について 

 

⇒会議管理部門は 12 時 45 分集合、三役理事で集合出来る方はお手伝いお願い致します。 

⇒席次は運営本部から提示の座席指定とし、テーブル設置の名札は執行部も含めて作製する。 

 

５）2021 年度理事会日程（案）はその他協議事項へ 

 

→2021・2022 カレンダー配布あり。 

   

5.広報委員会   

１) 水協クイズ No.8 当選者発表  4/10  HP に更新します。資料参照 

 

⇒承認 

 

6.普及委員会 なし 

 

7.競技委員会 

１) 市民大会中止の判断時期、基準（案）：別添資料 

・現在、コロナ下での萩山公園プール含む小平市屋外プールの一般開放のガイドラインは 

検討、作成されておらず、開放の有無は決まっていない。いつ頃決定するかも未定。：3/5 文化スポーツ課に 

問い合わせ済 

・最初の判断時期は 5/10 としたい。市報原稿提出の３週間前で新型コロナの感染状況およびこの時期に萩山プー 

ルのガイドライン、一般開放の有無が決まっていなければ競技委員会で参加者、競技役員の安全を第１に考え 

た具体的な検討ができない。  



 

⇒承認 

 

8.都育成事業特別委員会  

  

  →提出議事は次回理事会で協議とする。協議前の為、非掲載。 

 

9.市町村総体特別委員会 なし 

 

10.マスターズ特別委員会 なし 

 

11.その他協議事項 

１) 3 月 27 日全体会議を受けて鈴木進也正会員の対応について 

  ①今後の課題 

   ⇒理事会としての意思確認を行った。 

 

  ②第 2 回全体会議（仮称） 

    

⇒3 月 27 日全体会議に出席していない正会員への説明会として、2021 年度総会終了後に実施する。その際には

総会前に出席者へ説明会に出席するか意思確認を行う。 

   ⇒総会会場の夜間利用が不可の為、17 時までの利用時間となっているので、途中で説明が終了した場合は理事

会へ出席して頂く事で調整する。 

    

２) 第 23 回理事会残案件 2021・2022 年度役員体制について 

 

  役員体制について 

   会長  金子忠司 

   副会長 河野正清 

   顧問  石塚信治、大野照藏 

   相談役 飯島太平治、加藤順子、久保田節子 

   監事  嶋田光子、 内木場悦子   

 

   ⇒以上で内部承認とし、2021 年度総会で提案を行う。    

 

３)  2021 年度理事会日程 

 

   ⇒以下で承認 

 

  4 月：20 日（火）新型コロナで夜間公共施設の夜間利用制限ある為、19 時～ 

  5 月：10 日（月） 20 日（木）6 月：3日（木） 17 日（木） 7 月：1 日（木） 15 日（木） 

 8 月：5 日（木） 19 日（木） 9 月：１日（水） 16 日（木） 10 月：7 日（木） 21 日（木） 

 11 月：4 日（木） 18 日（木） 12 月：2日（木） 16 日（木） 

  2022 年 1 月：6 日（木） 20 日（木）2月：3 日（木）17 日（木） 3 月：3 日（木）17 日（木）4 月：7 日（木） 

 

  ※ 2021 年度修正予算案検討は 7月 15日で会計会議にて日程調整済 

  ※ 2022 年度予算に特化した理事会は 2022 年１月２０日 

    

 

４) 2021 年度総会の報告方法について 

  紙ベースからの報告から協会 HP での報告の第 1 回目である。以下を決めて頂きたい。 

 

  ⇒以下で承認 

  報告者：広報委員会が会議管理部門へ確認しながら当日の様子や写真撮影など担当とする。 

協会 HP 公開日：4月 21 日 

  内容：功労者表彰など簡単な紹介のみとし総会議事録については理事会決済後に公開とする。 

 



５) 法人番号等の公表同意書  

  公表に同意するか否か 

   

  ⇒同意することで承認 

 

６) 小平市地域振興部スポーチ振興課より「聖火リレーサポーター」募集依頼。7/13(火)午後。締切 5/14、2 名、体

協へ提出。 

 

  ⇒協会 HP で募集依頼を掲載することで承認 

 

７) 瀬戸口理事よりパーテーション 2 台の寄付あり 

   

  ⇒寄贈品も備品台帳で管理しているので記載とする。 

 

 

※次回理事会から 2021 年度理事会で、新体制での第 1 回目の理事会となります。 

  

 

 

次回理事会 4 月 20 日（火）19 時～ 体育館（予定） 

 

 

 


