
 
 

第 73 回東京支部研究会のご案内 
 

日時：平成 19 年 7 月 16 日（月・祝）16 時 00 分～18 時 00 分 

場所：国立スポーツ科学センター４F 特別会議室（本会報 13 頁参照） 

入場：無料 

 

テーマ：健康づくり運動 地域による相違 
 

司会：沢井 史穂（女子美術大学） 

 

演者： 

1．岡田 真平 先生 

（長野県東御市身体教育医学研究所・研究部長） 

2．見波 静 先生 

（国際武道大学研究プロジェクトメンバー） 

3．森 浩寿 先生 

（大東文化大学 スポーツ・健康科学部 スポーツ科学科） 
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平成 18 年度第 2 回理事会議事録 
 

日時：平成 19 年 3 月 3 日（土）11 時 30 分～12 時 00 分 

場所：東京大学 数理科学研究棟 056 教室 

出席者：青山，朝倉，池川，太田，掛水，葛西，金久， 

川上，神﨑，角田，深代，福永，堀川     ＜13 名＞ 

 

 

報告事項 

1）平成 17年度会計決算報告について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事（矢田会計担当理事代理）より平成 17 年度会計報告が

あった．深代理事長（丸山監事担当理事代理）より同監査報告があった． 

2）平成 18年度事業報告について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 18 年度事業報告があった． 

3）平成 18年度会計中間報告について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 18 年度会計中間報告があった．支部会員減

少に伴い支部収入が減少したが，支部会報の web 化などの支出削減により事業を縮小す

ることなく支部を運営できたとの報告があった． 

4）次期（平成 19・20年度）東京支部理事について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，次期東京支部理事について報告があった．なお，

神崎氏が平成 19 年度から京都支部に異動となることから，宮崎氏が繰り上げ当選したこ

との説明があり，審議の結果，承認された． 

 

審議事項 

1）平成 19年度事業計画実施案について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 19 年度事業計画実施案について説明があり，

審議の結果，原案通り承認された．  

2）平成 19年度予算案について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 19 年度予算案について説明があった．平成

19 年度は，選挙が実施されることなど（本部選挙補助費など未定であるため）の理由に

より予備費を追加する旨の提案があり，種々の議論の結果，一部訂正の後，承認された． 

3）平成 18年度総会次第について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 18 年度事総会次第について説明があり，審

議の結果，原案通り承認された．  

4）東京体育学賞・同奨励賞の選考について 

神崎庶務担当理事より，東京体育学賞および同奨励賞は，一般研究発表のち，研究担当

理事立ち会いのもと，理事により投票結果を開票し，その後，研究担当理事および理事

長により決定することの説明があり，審議の結果，承認された． 
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平成 18 年度総会議事録 
 

日時：平成 19 年 3 月 3 日（土）16 時 00 分～16 時 30 分 

場所：東京大学 数理科学研究棟 大講義室 

出席者：100 名 

 

会議に先立ち，深代理事長より挨拶があった． 

神﨑庶務担当理事より，総会の議長は会則 24条により総会出席者の中から選出することに

なっており，その旨を出席者に諮った結果，金久博昭氏（東京大学）にお願いしたいとの

推薦があった．出席者にその旨を諮ったところ了承され，金久氏によって議事が進行され

た． 

角田研究担当理事より本年度東京体育学賞・東京体育学奨励賞の審査経過および受賞者が

発表された．その後，各賞の受賞者には深代理事長より賞状および副賞が贈られた． 

＜東京体育学賞＞ 

小田俊明（理化学研究所） 

＜東京体育学奨励賞＞ 

保原浩明（早稲田大学大学院），岩沼聡一朗（早稲田大学大学院），高橋佑輔（国士舘大学

大学院） 

 

報告事項 

1）平成 18年度事業報告について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 18年度事業報告があった． 

2）平成 18年度会計中間報告について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 18年度会計中間報告があった．支部会員減

少に伴い支部収入が減少したが，支部会報の web 化などの支出削減により事業を縮小す

ることなく支部を運営できたとの報告があった． 

3）次期（平成 19・20年度）東京支部理事について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，次期東京支部理事について報告があった．なお，

神崎氏が平成 19年度から京都支部に異動となることから，宮崎氏が繰り上げ当選したこ

との説明があり，審議の結果，承認された． 

 

審議事項 

1）平成 17年度事業報告について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より平成 17年度事業報告があり，審議の結果，承認さ

れた． 

2）平成 17年度会計決算報告について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事（矢田会計担当理事代理）より平成 17年度会計報告が

あった．深代理事長（丸山監事担当理事代理）より同監査報告があった．審議の結果，

承認された． 

3）平成 19年度事業計画実施案について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 19年度事業計画実施案について説明があり，

審議の結果，原案通り承認された．  

4）平成 19年度予算案について 

資料に基づき，神崎庶務担当理事より，平成 19年度予算案について説明があった．審議

の結果，承認された． 
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平成 18 年度会計決算報告 
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平成 18 年度事業報告 

 

1. 日本体育学会東京支部 第 34回大会の開催 

日時：平成 19 年 3 月 3 日（土） 10：00～17：30 

場所：東京大学大学院数理科学研究棟 大講義室 

・一般研究発表（ポスター発表 25 演題） 

・ 教育セミナー「身体運動のさらなる理解のための 

コンピューターシミュレーションの手法」 

演者：吉岡伸輔（早稲田大学） 

司会：神﨑素樹（東京大学） 

・基調講演「スポーツと地域イノベーション」 

演者：原田宗彦（早稲田大学） 

司会：深代千之（東京大学, 東京支部理事長） 

・シンポジウム「心・血管系および筋骨格系の deconditioningのメカニズムとその防止策と

しての効果的トレーニング手法」 

座長：川上泰雄（早稲田大学） 

演者：前田清司（筑波大学） 

   金久博昭（東京大学） 

   石井直方（東京大学） 

 

2. 研究会の開催（年 2回） 

第 71 回研究会  

平成 18 年 6 月 17 日（土）14：00～16：00 国立スポーツ科学センター研究室 AB 

・シンポジウム「アルペンスキーナショナルチームにおける医科学サポート－ソルトレイ

クシティーからトリノまで－」  座長：平野裕一（国立スポーツ科学センター） 

「医学サポートの観点から」    大西祥平（慶應義塾大学） 

「栄養サポートの観点から」    柳沢香絵（聖徳大学） 

「科学サポートの観点から」    石毛勇介（国際武道大学） 

 

第 72 回研究会 

平成 18 年 10 月 28 日（土）14：00～16：00 東京大学駒場キャンパス 18 号館ホール 

・シンポジウム「子どものスポーツ、その背景」 

  座長：平野裕一（国立スポーツ科学センター） 

「子どもの視機能の発達」    山口真美（中央大学） 

「子どもの骨年齢とスポーツ」    広瀬統一（早稲田大学） 
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3. 「東京体育学研究 2006年度報告」の発行（平成 19年 2月発行） 

 

4. 支部会報「とうきょう」の発行 

・「とうきょう」（2006. No.1）平成 18 年 5 月 1 日発行 

・「とうきょう」（2006. No.2）平成 18 年 9 月 1 日発行［Web 上に掲載］ 

・「とうきょう」（2006. No.3）平成 19 年 2 月 1 日発行［Web 上に掲載］ 

 

5. 諸会議の開催 

総会（1 回）  平成 19 年 3 月 3 日（土） 

理事会（2 回）  平成 18 年 6 月 17 日（土），平成 19 年 3 月 3 日（土） 

常任理事会（2 回） 平成 18 年 6 月 17 日（土），平成 18 年 10 月 28 日（土） 
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平成 19 年度第 1 回理事会議事録 
 

日時：平成 19 年 5 月 23 日（水）17 時 00 分～18 時 00 分 

場所：東京大学 身体運動科学研究棟 大会議室 

出席者：朝倉，池川，太田，形本，金久，川上，定本， 

内藤，平野，深代，丸山     ＜11 名＞ 

 

 

議事に先立ち，深代理事長より挨拶があった． 

 

報告事項 

1）平成 19・20年度 東京支部理事名簿について 

平成 19・20 年度 東京支部理事名簿に基づき，深代理事長より説明があり，内容の

確認がなされた． 

 

審議事項 

1）平成 19・20年度常任理事について 

資料に基づき，深代理事長より，平成 19・20 年度常任理事（案）について説明があ

り，原案通り承認された．  

 

2）平成 18年度収支決算および同監査報告（案）について 

資料に基づき，深代理事長（矢田会計担当理事の代理）より，平成 18 年度収支決算

および同監査報告（案）について説明があり，一部訂正の後，承認された． 

 

3）平成 19年度予算（案）について 

資料に基づき，深代理事長（矢田会計担当理事の代理）より，平成 19年度予算（案）

について説明があり，選挙管理費（100,000）に不足が生じた場合には予備費より充

当する，ということを確認した後，承認された． 

 

4）平成 19年度事業計画（案）について 

資料に基づき，深代理事長より，平成 19 年度事業計画（案）について説明があり，

平野研究担当理事より，平成 19 年度第 1 回研究会について補足説明があり，一部修

正の後，承認された． 

* 訂正箇所 第 73回 平成 19年 7月中旬 → 平成 19年 7月 16日（月・祝） 

 

5）研究会について 

太田理事より，研究会として社会科学系の研究会を開催し，健康運動指導士，健康運

動実践指導者の登録の更新に必要な講習会（登録更新講習会）として申請してはどう

かという提案がなされた．審議の結果，必要な情報を収集し，開催については今後議

論していく事が確認された． 
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平成 19 年度第 1 回常任理事会議事録 
 

日時：平成 19 年 5 月 24 日（水）18 時 00 分～19 時 00 分 

場所：東京大学 身体運動科学研究棟 大会議室 

出席者：池川，太田，金久，川上，定本，沢井，平野，深代， 

丸山，宮地，村岡     ＜11 名＞ 

 

 

議事に先立ち，深代理事長より挨拶があった． 

 

報告事項 

1）常任理事の承認について 

資料に基づき，金久庶務担当理事より，理事会での平成 19・20 年度常任理事の承認

について説明があり，内容の確認がなされた． 

 

2）平成 18 年度収支決算および同監査報告（案）について 

資料に基づき，金久庶務担当理事（矢田会計担当理事の代理）より，平成 18 年度収

支決算および同監査報告（案）について説明があり，内容の確認がなされた． 

 

3）平成 19 年度予算（案）について 

資料に基づき，金久庶務担当理事（矢田会計担当理事の代理）より，平成 19 年度予

算（案）について説明があり，内容の確認がなされた． 

 

4）平成 19 年度事業計画（案）について 

資料に基づき，金久庶務担当理事より，平成 19 年度事業計画（案）について説明が

あり，内容の確認がなされた． 
 

5）新入会員について 

資料に基づき，平成 18年 11月 8日〜平成 19年 5月 17日までの新入会員について説

明があり，内容の確認がなされた． 

 

 

審議事項 

1）平成 19 年度第 1 回研究会について 

資料に基づき，平野研究担当理事より，平成 19 年度第 1 回研究会について説明があ

り，一部訂正の後，承認された． 

* 訂正箇所 第 73回 平成 19年 7月中旬 → 平成 19年 7月 16日（月・祝） 

  

2）次回常任理事会日程について 

資料に基づき，金久庶務担当理事より，次回常任理事会について説明があり，開催日

を平成 19年度第 2回研究会（11月中旬）とするとの提案があり，承認された． 
 

3）「東京体育学研究 2007 年度報告」の表記について 

資料に基づき，平成 19年度事業計画実施案（資料）における“「東京体育学研究 2007

年度報告」”を“機関誌「東京体育学研究 2007 年度報告」”に訂正するとの提案があ

り，承認された． 



2007 No.1 

 9 

平成 19 年度予算案 
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平成 19 年度事業計画 
 

1. 日本体育学会東京支部 第 35回大会の開催 

日時：平成 20 年 3 月上旬（3 月 1 日） 

場所：東京大学大学院 総合文化研究科（駒場キャンパス） 

 

2．研究会の開催（年 2回） 

第 73 回 平成 19 年 7 月 16 日（月・祝）：開催場所は未定（予定） 

第 74 回 平成 19 年 11 月中旬：開催場所は未定（予定） 

 

3．機関紙「東京体育学研究 2007年度報告」の刊行 

平成 20 年 1 月下旬 （発行予定） 

 

4．支部会報「とうきょう」の刊行 

「とうきょう」(2007. No.1) 平成 19 年 6 月中旬 Web 上に掲載 

「とうきょう」(2007. No.2) 平成 19 年 10 月中旬 Web 上に掲載 

「とうきょう」(2007. No.3) 平成 20 年 1 月下旬 Web 上に掲載 

 

5．諸会議の開催 

総会（1 回）   平成 20 年 3 月上旬 

 

理事会（2 回）   平成 19 年 5 月中旬 

平成 20 年 3 月上旬 

 

常任理事会（2 回）  平成 19 年 5 月中旬 

    平成 19 年 11 月中旬 

 

6．平成 21・22年度 日本体育学会東京支部理事選挙 

平成 20 年 3 月〜5 月実施 
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平成 19・20 年度（社）日本体育学会 東京支部理事 

 

氏名  所属           

青山利春 国士舘大学 

朝倉正昭 国士舘大学 

阿部征次 東京女子体育大学 

安部 孝 東京大学 

有吉正博 東京学芸大学 

池川繁樹 首都大学東京 

石田良恵 女子美術大学 

伊藤静夫 （財）日本体育協会 

伊藤政男 順天堂大学 

今藤邦宏 国士舘大学 

太田あや子 武蔵丘短期大学 

加賀谷淳子 日本女子体育大学 

片岡暁夫 国士舘大学 

形本静夫 順天堂大学 

金久博昭 東京大学 

川上泰雄 早稲田大学 

寒川恒夫 早稲田大学 

小林寛道 東京大学 

定本朋子 日本女子体育大学 

角田直也 国士舘大学 

内藤久士 順天堂大学 

中村好男 早稲田大学 

 

氏名  所属           

野川春夫 順天堂大学 

平野裕一 国立スポーツ科学センター 

深代千之 東京大学 

福永哲夫 早稲田大学 

船渡和男 日本体育大学 

堀川浩之 昭和大学 

舛本直文 首都大学東京 

丸山剛生 東京工業大学 

宮崎光次 桜美林大学 

宮崎義憲 東京学芸大学 

矢田秀昭 和光大学 

吉儀 宏 順天堂大学 

 

 

 

 

（理事長推薦） 

沢井史穂 女子美術大学 

宮地元彦 国立健康・栄養研究所 

村岡哲郎 早稲田大学 

若山章信 東京女子体育大学 
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新入会員（平成 18 年 11 月 1 日～平成 19 年 5 月 17 日） 

 

計 52 名
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国立スポーツ科学センターへのアクセス 

・ 都営地下鉄三田線 本蓮沼駅下車徒歩 10 分 

・ JR 埼京線・京浜東北線・宇都宮線・高崎線 赤羽駅下車 

赤羽駅西口よりバス 

4 番乗場 池袋行・日大病院行 国立西が丘競技場北門下車徒歩５分 

5 番乗場 国立西が丘競技場行 国立西が丘競技場下車徒歩 3 分 

 

． 
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発行日：2007 年 7 月 1 日，編集：広報委員会 

発行人：日本体育学会東京支部 理事長 深代千之 

〒153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 東京大学大学院総合文化研究科生命環境科学系身体運動科学研究室 

e-mail：muraoka @ idaten.c.u-tokyo.ac.jp ，FAX：04-2947-6826 

 


