
２０２０年度ＪＧＭＡ第３回理事会 

 

平素は、ＪＧＭＡの活動に、ご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

２０２０年度は、コロナ禍に翻弄され、ＷＣを始め国内主要大会が軒並み中止となって 

しまい不本意な一年でありました。ＪＧＭＡの事業計画についても、計画通りの運営が 

厳しい状況でありましたが、練習会等で最低限の行事は実施出来たと思います。 

これも、理事の皆様のご尽力とご支援の賜物で有ります。又、２０１９年度の二年間の 

ＪＧＭＡの組織運営にご尽力頂きましたことに厚く御礼申し上げます。 

２０２１年度総会開催を控えての第三回理事会を実施するに当たり、以下、審議資料と 

してご提案致しますので、忌憚なくご審議をお願い申上げます。 

 

ＮＰＯ法人 日本グランドマスターズホッケー協会理事長 

 

実施場所：難波市民センター会議室 

決議日時：２０２１年（令和３年）４月３日（土）午後１時～ 

決議対象者：２０２０年度ＪＧＭＡ理事１８名 

当日出席者：  名（内委任状提出者：  名） 

第三回理事会議案 

第１号議案 ・２０２０年度活動報告（案） 

第２号議案 ・２０２０年度会計報告（案） 

第３号議案 ・２０２１年度活動計画（案） 

第４号議案 ・２０２１年度予算（案） 

第５号議案 ・役員に関する件/改選（案） 

第６号議案 ・組織に関する件（案） 

その他事案 ・２０２１年度ＪＧＭＡ総会の開催について 

      ・２０２２年ＷＭＨワールドカップについて 

・２０２２年ワールドマスターズゲームへのエントリーについて 

      ・ＪＧＭＡ新規事業について 

①ＪＧＭＡマスターズホッケーの大会等の検討について 

②ＪＧＭＡ会員対象の講習会（ＵＰ・コーチ・キッズ指導）開催について 

      ・ＪＧＭＡ会員の携帯電話のネットワーク作りについて 

・三重国体(１０月)ホッケー競技へのボランティア対応の可能性について 

 

以上 

 

 

 

 

 



【報告】２０２０年度ＪＧＭＡ会員 

 ２０２１年３月末会員数 ８２名（期首会員数 ７６名） 

・新会員(敬称略)尾崎啓、大笹雅弘、辻直記、森本克之、安倉弘、柳井健人、 

    吉松修 計７名 退会(敬称略)井上貴志（逝去）計１名  増６名 

【第1号議案】２０２０年度（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）事業報告  

１ 練習会の開催 (2021年3月23日現在・3月30日みずほで開催予定） 

練習会場 実施回数 延参加人数 

みずほ人工芝ホッケー場 ２０回 ４８０名 

ノアフットサルステージ茨木 ９回 １４９名 

合計（2020.4.1～2021.3.31） ２９回 ６２９名 

・コロナ禍の影響で予定していた練習会７回が残念ながら中止となった 

・土曜日の練習会(ノアフットサル場)も定例化し新しい若手の参加も増えて来ている 

２ ＪＧＭＡホッケーフェスティバルの開催（事業計画外） 

9/5～6 ＪＧＭＡホッケーフェスティバル大会 京都府みずほホッケー場 

2/28 ＪＧＭＡ１Ｄａｙホッケー大会 京都府みずほホッケー場 

・マスターズ国内大会が軒並み中止となっている状況を鑑み、コロナ禍が比較的安定している９月と 

２月に、会員対象のホッケーを楽しんで貰う為の場として、競技・技術部にて企画し実施した。 

・９月大会の参加者は６１名・２月大会の参加者は３４名であった。 

３ 国内大会への参加と選手派遣 

実施日 大会名 実施会場 

9/21～23 第18回全日本マスターズホッケー大会 札幌（コロナ禍の為中止） 

11/21～22 マスターズオープン伊吹 滋賀県ＯＳＰスタジアム 

11/23 マスターズオープン伊吹練習会(マスターズ部会) 滋賀県ＯＳＰスタジアム 

10/18 第2回関西マスターズ＆レディースリーグ第1節 三重県名張市民ホッケー場 

12/13 第2回関西マスターズ＆レディースリーグ第2節 滋賀県ＯＳＰスタジアム 

1/17 第2回関西マスターズ＆レディースリーグ第3節 みずほ（コロナ禍の為中止） 

2/14 第2回関西マスターズ＆レディースリーグ第3節 三重県名張市民ホッケー場 

3/7 第2回関西マスターズ＆レディースリーグ第4節 京都府みずほホッケー場 

2/27～28 大阪府６人制ホッケー選手権大会 鶴見緑地（コロナ禍の為中止） 

3月 西日本６人制ホッケー選手権大会 鶴見緑地（コロナ禍の為中止） 

・コロナ禍の影響で全日本マスターズ・大阪府・西日本の６人制大会が中止となった 

・関西マスターズリーグはＪＧＭＡ会員の支援により第二回リーグを計画通り実施した 

 ☆マスターズカテゴリー 優勝：奈良・準優勝：伊吹・３位：阪神・４位：京都 

             ５位：和歌山三重・６位：二階堂 

 ☆Ｇマスターズカテゴリー 優勝：関西ＧＭ・準優勝：ＧＳ 

 ☆Ｌａｄｙｓカテゴリー  ４/３現在 優勝・準優勝は未決定 

４ ＷＭＨマスターズＷＣ２０２０東京に向けての強化合宿への参加 

5/23～24 第二回選手選考会兼強化合宿 岡山県熊山運動場（コロナ禍の為中止） 

10/24～25 第三回選手選考会兼強化合宿 コロナ禍の為中止 

 



５「ＷＭＨグランドマスターズホッケーワールドカップ東京」 

・ワールドカップ２０２０東京大会は世界的なコロナ禍の影響により中止となった 

・ＷＣ代表選考及び強化合宿については一旦白紙とし、今後、検討されることになります 

・今後については、ＷＭＨ及びＪＨＡとマスターズ部会で協議が持たれ、一定の方向が 

 示される予定で、新しい情報が入り次第ご連絡致します 

 

６ ＮＰＯ法人総合活動保険（団体傷害保険）の加入を継続する件 

  ・会員の練習会や大会参加時の怪我等の事故に対応するＮＰＯ保険加入を継続しました。 

７ 広報・交流活動事業への取組み状況 

①関西圏マスターズやレディースに対する普及の為の情報発信及びネットワーク作りに 

吉田副理事長を中心に取り組み、若手の新規会員加入や他地域チームとの交流（関西Ｍ 

リーグへの岐阜女子チームの参戦）やキッズホッケーとの交流（ＪＧＭＡフェスティバル） 

等で一歩一歩ではあるが前進することが出来ています 

②会員交流の為の懇親機会作り 

・今期はコロナ禍感染防止の観点から、懇親会及び忘年会は実施が出来ませんでした 

８ ２０２０年度総会及び理事会開催状況 

行事名 会場 みなし出席者 

2020年度第七回通常総会 電磁記録媒体及び書面 ５１名 

2020年度第一回理事会 電磁記録媒体及び書面 １６名 

2020年度第二回理事会 電磁記録媒体及び書面 １６名 

2020年度第三回理事会(4/3) 難波市民センター会議室 名 

・総会では、2019年度事業報告・会計報告/2020年度事業計画・予算案が承認された。 

・第一回理事会では、総会に提案する2019年度事業報告・会計報告/2020年度事業計画・予算案が 

承認され、ＮＰＯ総合活動保険の継続加入についても承認された。・ 

・練習会参加料は基本 1,000 円ですがみずほ練習会を本年度は 500 円に改定承認された。 

・第二回理事会も、コロナ禍の影響で電磁記録媒体によるみなし開催となりましたが、 

本年の事業活動と会計関連の中間報告を主たる内容とし異議なく承認された 

９ その他事項（ご報告） 

 ◇ウオーキングホッケーの取組みについて 

・ＪＧＭＡ会員も高齢化が進み、走力低下によりホッケーのプレーを断念される 

  会員も今後予想されることから、生涯スポーツ化の観点から、ＪＧＭＡとしても 

  ウオーキングホッケーの研究に取り組むこととし、当趣旨に基づき土曜日練習会で 

使用している「ノアインドアフットサル場/茨木」(コート：28ｍ×15.5ｍ)での１１月 

の練習会にてテスト的に実施致しました 

・結果として、少しでも走れるプレーヤーにとって、歩いてのホッケーは物足らなく 

不評であった事及び現状で対象となるメンバーが少なく編成が難しいことから、 

当面は実施について棚上げをすることと致します 

以上 

 

 

 

 



【第 2 号議案】 

※当決算資料は３月２３日現在の決算で、最終確定版では有りません。 

    確定版は総会時の資料にてご報告致しますのでご了承下さい。 

                          特定非営利活動法人 日本グランドマスターズホッケー協会

                                        ２０２０年度（令和２年度）　会計報告書

                                        （２０２０年４月１日～２０２１年３月２３日現在）

収入の部 

項　　　　　　目 予算額 決算額 摘　　　　　要

　１ 年会費収入 146,000 160,000 2,000円×80名 　

  ２ 各大会等 参加登録費 450,000 78,000 JGMA  Hockey Festival ・１Day大会 参加費

　３ 練習会当日会費 300,000 401,000 1,000円×173名　　　500円×456名

  ４ 総会・懇親会 当日会費 200,000 0

  ５ 預金利息 10 10

　６ その他雑収入 814 332 宿泊代 端数剰余金寄付

  ７ 前年度繰越額 1,080,176 1,080,176

 　　　　 収  入  合  計 2,177,000 1,719,518

　支出の部

項　　　　　　目 予算額 決算額 摘　　　　　要

　１ 各大会等 参加費 450,000 81,552 JGMA Hockey Festival ・１Day大会 　開催費用

　２ グランド使用料・用具代 　 400,000 290,400 Ｇ使用料　ミズホ144,900円　ノア茨木144,000円

  ３ 総会・懇親会等　費用 200,000 0

  ４ 会費・登録費 35,000 37,800 大阪協会35,000円　JHA2,800円

  ５ 事務通信費 50,000 9,054

  ６ 広告費・消耗品費 50,000 14,151 HP使用料 他

  ７ 旅費交通費 10,000 0

  ８ 雑費 20,000 16,622 ＮＰＯ法人総合活動保険料 

50,000 50,866 2019西日本６人制大会負担金

  ９ 予備費 912,000 －

          支　出　合　計 2,177,000 500,445

　       次 年 度 繰 越 額 － 1,219,073

              上記の通り報告します。

　　                      特定非営利活動法人 日本グランドマスターズホッケー協会　理 事 長　 森阪 利明

                     　                                         　     同                            副理事長　水谷 太一(会計)

会 計 監 査 報 告

         諸帳簿及び関係書類を監査いたしましたところ、収入・支出面に遺漏無く正確であった

　     　ことを確認いたします。　　　

２０２１年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　特定非営利活動法人 日本グランドマスターズホッケー協会　監　事　

　　　　　　　　　　特定非営利活動法人 日本グランドマスターズホッケー協会　監　事　



【第 3 号議案】 

２０２１年度（令和３年度） 事 業 計 画 書（案） 

（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで） 

ＪＧＭＡ理事長 

Ⅰ事業の実施方針 

   関西圏に於けるマスターズ世代以上及び３５才以上レディースのホッケーを楽しむ為 

の環境整備と国内外ホッケー大会への選手派遣事業に取り組んで行くこと及び 

   マスターズホッケーの普及と発展に寄与し、ホッケーの生涯スポーツ化に資する事を 

ＪＧＭＡの基本方針とします 

Ⅱ事業計画の内容 

 １．２０２１年度第八回ＪＧＭＡ総会の開催について 

  ・実施日時：６月６日(日)場所：梅田生涯学習センター会議室での開催と提案致します 

コロナウイルス禍の問題は有りますが、感染対策を施した上で実施致したく 

多人数での会食となる総会後懇親会については、コロナ禍感染予防の観点から、 

残念では有りますが、２０２１年度は実施を見送ることに致します 

 ２．練習会の実施（年間練習スケジュールの提案/別紙の通り） 

  ・京都みずほホッケー場/篠山ホッケー場/ノア茨木フットサル場を定例会場とします 

  ・コロナウイルス禍の収束状況により予定が変更される可能性が有りますが、会員の 

   健康増進とホッケーを楽しむ機会を最大限確保していきます 

 ３．国内大会へのチーム及び選手の参加 

大会名 開催日 会場 参加カテゴリー（予定） 

全日本マスターズ 6 人制大会 9/4～5 札幌 56+×1・64+×1・72+×2 

JAPAN CUP11 人制ホッケー大会 11/20～21 未定 50+×1・60+×1・70+×1 

関西マスターズホッケーリーグ 10/24～2/13 別紙 40+×6・60+×2・女子×2 

大阪府 6 人制ホッケー選手権 未定（3 月） 鶴見 50+×1・60+×1・70+×2 

西日本６人制ホッケー選手権 未定（2or3 月） 鶴見 56+×1・64+×1・72+×3 

  ・各国内大会へのチーム編成と選手選考については、ＪＧＭＡ技術・競技部会案件 

 ４．ＪＧＭＡ主催のホッケーイベント実施の件 

  ・２０２１年度ＪＧＭＡ関西ホッケー大会の実施を提案致します 

実施日：２０２１年５月８日（日）９時～１６時 

   会場：みずほ人工芝ホッケー場 

   内容：別紙添付資料ご参照下さい 

 ５．ＮＰＯ法人総合活動保険（団体傷害保険）加入継続の是非の件 

  ・会員の練習会や大会参加時の怪我等の事故に対応するＮＰＯ保険加入を継続致したく 

   費用については 20,000 円程度/事故が有った場合は事務局長宛に申告をすること 

６．広報・交流活動事業への取組みの件 

  ①関西圏マスターズ＆レディースチームに対する普及の為の情報発信及びネットワーク

作りに取り組んで行くこととし、会員以外のホッケー関係者（プレーヤー）に 

ＪＧＭＡ練習会情報等を従来通り発信していきます 

 

  ②会員交流の為の懇親機会作り 



コロナ禍感染防止の為，多人数懇親会実施については、政府「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」 

キャンペーンが再開されるまで、ＪＧＭＡとして自粛することとし、実施可能と 

なった段階で検討を致します 

 ７．その他事項について 

１）「２０２２年ＷＭＨグランドマスターズホッケーワールドカップ」への対応の件 

   コロナウイルス問題で２０２０年ＷＣ東京は、中止となりましたが、２０２２年 

   大会の概要が判り次第、今後の対応について協議することに致します。 

   ・ＷＣに向けた選手選考兼強化合宿は、コロナ禍が落ち着いた段階で、ＭＢ強化委員会 

から新スケジュールが案内されます 

   ・現時点では、２０２２年大会開催地は未定です（日本も開催地としてエントリー済） 

  ２）２０２２年ワールドマスターズゲームズホッケー部門へのエントリーの件 

  ・２０２２年５月開催に延期された本大会の参加エントリーは個人エントリーが基本と 

なっている為、ＪＧＭＡとしてのチーム編成は行わず、会員個々人によるエントリー 

を基本とします。なお、参加エントリーの再開は２０２１年５月１３日からの予定で 

ホッケーの競技日程は２０２２年５月１４日(土)～２２日(日)です 

  ３）ＪＧＭＡ主催のホッケー大会実施検討の件（２０２２年度事業として） 

・関西圏での普及活動の一環として、新規大会の創設について検討中です 

基本構想は、関西圏で１１人制ホッケー大会を春と秋に実施定着させる事に有り、 

秋は、関西マスターズ＆レディースホッケーリーグが対象となります 

  ・事業計画案第４項で提案のＪＧＭＡホッケーイベントを定例開催として定着させて 

いく事を考えていますが、その是非の審議をお願いします 

但し、会場確保が出来ない年度に於いては、実施を見送ることと致します 

  ４）ＪＧＭＡ会員対象の講習会の実施検討の件（２０２２年度事業として） 

  ①日本ホッケー協会主催の競技ルール講習会への参加 

  ・ＪＧＭＡ競技・技術部会メンバー１名が参加し、ＪＧＭＡ会員への徹底を図る 

  ②ＪＧＭＡ主催の審判技術講習・コーチ講習・キッズ指導講習等の実施を検討致したく 

・ＪＨＡ公式審判やコーチ資格の取得を目的にするものでは有りません。 

ＪＧＭＡ主催の講習会を実施し、ＪＧＭＡ内の試合等に於いて自前での運用を 

やり易くする為の技術の習得を目的とします。 

   当案件は、新規大会と同様の理由から、２０２２年度以降の取組みとしますが 

実施の是非及び実施方法については、第三回理事会での審議とさせて頂きます 

５）ＪＧＭＡ会員連絡網の構築 

   ・ＪＧＭＡ内に於ける緊急時の連絡網が無く、練習会中止連絡モレ等が発生している 

現状を鑑み、連絡網を構築の提案を致しますので、必要・不要の審議を願います 

 ６）三重国体ホッケー競技へのボランティア対応について 

  ・三重国体開催（9/30（木）～10/4（月））に当たり、ホッケー競技運営スタッフ（会場 

要員等）で人材確保が難しい場合は、ＪＧＭＡ及びマスターズ部会関西ブロック宛に 

ボランティアの要請がくる可能性が有ります。もし、要請有る場合は、同じホッケー 

仲間としてＪＧＭＡ会員のボランティアを募ることと致したく。現状では、要請が 

来るかは不明ですが、理事各位には可能性としてご承知下さい。 

以上 



 

月 日 曜日 項目、内容 場所 時間 集合 備考

9 土 年初　練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 練習初め

11 月（祝） 年初　練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 雪、中止

17 日 関西リーグ（第３クール） 瑞穂グランド 案内済 案内済 延期

24 日 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 雨、中止

30 土 練習会（追加） 瑞穂グランド １３:００～ 13:00 決定

31 日 岡山SOMH大会参加 江尻レストパーク 後日案内 延期

9 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

14 日 関西リーグ（第3クール） 三重名張市民ホッケー 案内済 案内済 決定

20 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 決定

28 日 練習会(追加） 瑞穂グランド １0:００～ 9:30 決定

27／28 土／日 大阪府6人制大会 鶴見緑地球技場 後日詳細 後日詳細 中止

7 日 関西リーグ（第4クール） 瑞穂グランド 案内済 案内済 決定

9 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

20 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 決定

22 月 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

30 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

3 土 JGMA理事会 難波市民学習センター １３:００～ 決定

4 日 岡山SOMH大会参加 江尻レストパーク １３:００～ 12:00 決定

13 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

17 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 中止

27 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

8 土 JGMAミニ、フェスティバル 瑞穂グランド １0:００～ 9:00 決定

15 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 中止

18 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

25 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

6 日 ＪＧＭＡ総会 生涯学習（第２ビル） １３:００～ 後日案内 決定

15 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 13:00 決定

19 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 決定

22 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 13:00 決定

29 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 決定

6 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 未定

17 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 未定

27 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 未定

10 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 未定

21 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 未定

31 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 未定

3～5 金～日 全日本マスターズ大会 札幌 後日詳細 後日詳細 決定

18 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 未定

21 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 未定

28 火 練習会 瑞穂グランド １３:00～ 12:00 未定

5 火 練習会 瑞穂グランド １３:00～ 12:00 未定

16 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 未定

24 日 関西リーグ（第1クール） 未定 後日詳細 後日詳細 未定

2 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 未定

16 火 練習会 瑞穂グランド １３:００～ 13:00 未定

20 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 未定

30 火 練習会 瑞穂グランド １３:00～ 12:00 未定

7 火 練習会 瑞穂グランド １３:00～ 12:00 未定

12 日 関西リーグ（第2クール） 未定 後日詳細 後日詳細 未定

18 土 練習会 ノア茨木（フットサル） 14：00～ 13:00 未定

28 火 練習会（年内最終） 瑞穂グランド １３:００～ 12:00 未定

※2021年度年間の予定表です。随時、決定次第、ご案内をいたします。
※「伝助」へ、各自参加予定をご記入ください。

２０２１年度、1月～1２月、練習会＆行事、予定表（ＪＧＭＡ）

1

6

7

5

2

3

4

※マスターズ部会　　Ｈ／Ｐアドレス　　　　　　http://www.hockey-masters.com/

※　ＪＧＭＡホームページ　アドレス　　　       https://jgma-npo.j imdo.com/
2021.03月20日（改）

10

8

11

12

9



２０２１年度ＪＧＭＡ関西マスターズホッケー大会案（仮称） 

実 施 要 項 

  趣 旨 生涯スポーツとしてホッケーを楽しむ熟年層へのホッケー活動の機会を提供し、 

      ホッケーを通じて高齢者の健康増進を促進し相互の親睦を図り、ホッケー界の 

    発展に寄与することにある  

1 大会名称  ２０２１年度関西マスターズホッケー大会（１１人制又は６人制） 

2 主催主管  ＮＰＯ法人日本グランドマスターズホッケー協会（ＪＧＭＡ) 

3 大会期日  ２０２１年５月８日（土）９時～１６時 

4 大会場所  京都みずほ人工芝ホッケー場（会場終日確保済） 

5 実施種別  １１人制の場合 ①４０歳以上の部（40～69才）②７０歳以上の部 

       ６人制の場合 ①４０歳以上の部 ②６０歳以上の部  ③７０歳以上の部 

   注 1）各種別とも２チーム以上で開催する 

   注 2） 年令が上位の部の者が下位の部に参加することができる 

   注 3） 各部に重複参加することはできない（二重登録は不可） 

   注 4） 各部に於いて３５歳以上の女子を５名まで加えることができる 

   注 5） 各部においてアンダーエイジ(２歳)を３名まで加えることができる 

6 参加資格  各種別共に令和３年１２月末をもって満年齢に達していること 

7 参加人数  監督１名、コーチ１名、選手１１名以上とする 

   監督、コーチが選手兼任の場合は選手登録をすること 

8 参加料  大会本部で後日決定し参加者宛に通知する 

9 競技規則  ２０２０年度（公社）日本ホッケー協会の競技規則に準ずる 

10 選手変更  申込後の選手の追加と背番号の変更は大会の当日に本部まで届け出ること 

11  開会式   実施スケジュール決定次第通知する 

12  参加申込  参加申込みは所定の申込書にて４月 日１７時までにメールにて申込むこと 

   参加料は大会当日ＪＧＭＡ会計（水谷）に支払うこと 

13  個人参加  個人参加希望者は所定の申込書に必要事項を記入の上４月 日１７時まで 

   にメールで申込み、参加料は大会当日ＪＧＭＡ会計（水谷）に支払うこと 

   尚個人参加者の所属チームは本部で決定し 1 週間前までにメールで連絡する 

14  申込み先  （ＮＰＯ）日本グランドマスターズホッケー協会 事務局(担当：山田） 

    メール：toyo01@m16.alpha-net.ne.jp 

15  その他  ①ユ二ホームの着用を基本とするが用意できない場合はビブスの使用も可 

   ②参加者は必ず「健康保険証」を持参すること 

   ③試合中に負傷等の治療については各チームの責任において行うこと 

16  問合せ先  NPO 法人ＪＧＭＡ  事務局 山田(メール：toyo01@m16.alpha-net.ne.jp) 

以上 

     

※１１人制参加チーム想定：４０才の部２チーム・７０才の部２チーム 

   ６人制参加チーム想定：４０才の部２チーム・６０才の部２チーム・７０才の部３チーム 

 

        （当大会実施要項案は競技・技術部南崎副理事長が素案作成したものを加工） 

 



【第 4 号議案】 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　  　　　　　特定非営利活動法人　日本グランドマスターズホッケー協会

２０２１年度（令和３年度）　予算書（案）

（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）

収入の部

項　　　　　　目 前年度予算額 本年度予算額 摘　　　　　要

  1  年会費収入 146,000 160,000 2,000円×80名

  2   各大会等参加登録費 450,000 550,000 全日本・西日本・ＭＢＫ大会　他

  3    練習会当日会費 300,000 400,000 500円×500名　   1,000円×150名

  4    総会・懇親会 当日会費 200,000 10

  5    預金利息 10 10

  6    その他雑収入 814 10

　7　前年度繰越金 1,080,176 1,230,000

収　入　合　計 2,177,000 2,340,030

支出の部

項　　　　　　目 前年度予算額 本年度予算額 摘　　　　　要

  1   各大会等参加費 450,000 550,000 全日本・西日本・ＭＢＫ大会　他

  2   グランド使用料・用具代 400,000 600,000 Ｇ使用料400,000円　用具代200,000円

  3   総会・懇親会等　費用 200,000 10

  4   会費 35,000 35,000 大阪府ホッケー協会団体登録費

  5  事務通信費 50,000 50,000 理事会会議室費用・通信費・振込料他

  6　広告費・消耗品費 50,000 70,000 西日本大会30,000円・消耗品40,000円

  7　旅費交通費 10,000 10,000

  8　雑費 70,000 30,000 ＮＰＯ法人総合活動保険料 他

  9  予備費 912,000 995,020

 

支　出　合　計 2,177,000 2,340,030



【第 5 号議案】 

 ◇２０２１年度理事会役員体制について（任期２年に伴う改選） 

 

◇新理事・監事体制を決定（定款理事数名１０名以上２５名以内・現理事数１８名） 

 

ＮＰＯ法人 日本グランドマスターズホッケー協会 役員名簿（２０２１年度）

新年度

役職名 氏名 担当職務 正・副 就任確認 新役職名 氏名 推薦 承認

1
理事

（名誉会長）
下村尚 相談役 理事 下村尚

2
理事

（理事長）
森阪利明 職務全般 理事 森阪利明

3
理事

（副理事長）
山田亮煕

総務・財務部
事務局

部長
局長

理事 山田亮煕

4
理事

（副理事長）
西垣丈人 広報・渉外部 部長 理事 西垣丈人

5
理事

（副理事長）
南崎茂 競技・技術部 副部長 理事 南崎茂

6
理事

（副理事長）
水谷太一 総務・財務部 副部長 理事 水谷太一

7
理事

（副理事長）
吉田隆明

普及部
競技・技術部

部長
副部長

理事 吉田隆明

8 理事 浅井徹 トレーニング部 部長 理事 浅井徹

9 理事 飯田福 普及部 副部長 理事 飯田福

10 理事 加藤弘 トレーニング部 副部長 理事 加藤弘

11 理事 新井健男
広報・渉外部
トレーニング部

副部長
副部長

理事 新井健男

12 理事 川上豊次 競技・技術部 部長 理事 川上豊次

13 理事 吉成博行 競技・技術部 副部長 理事 吉成博行

14 理事 長谷川正直 広報・渉外部 副部長 理事 長谷川正直

15 理事 関谷淳一 マスターズ部会 理事 関谷淳一

16 理事 秦務
普及部

広報・渉外部
副部長
副部長

理事 秦務

17 理事 瀧上正志
普及部

マスターズ部会
副部長
’

理事 瀧上正志

18 理事 中野典子 普及部 副部長 理事 中野典子

19

20

21

22

1 監事 斎藤永雄 総務・財務部 副部長 監事 斎藤永雄

2 監事 野上達夫 トレーニング部 副部長 監事 野上達夫

注) 理事職は2021年6月総会で選出、理事長職・副理事長職は2021年7月第一回理事会で互選

２０１９年度理事 ２０２１年度理事



【第 6 号議案】 

 ◇２０２１年度組織体制について 

  ２０１９年度組織体制 

 

 

 

 ２０２１年度組織体制案 

 

・２０２１年度組織体制については、現状の組織体制を継続することを提案致します 

・組織担当職務は、２０２１年度第一回理事会に於いて決定することになります 

 

 

   法人グランドマスターズホッケー協会   201  06月22日  

監事
斎藤永雄・野上達夫総会（正会員）

理事会
理事長（会長）
森阪利明

名誉会長
下村尚

副理事長（副会長）

理事

役員会

事務局長
山田亮煕

総務・財務部

 任 山田亮煕

副 水谷太一

副 斎藤永雄

副 加藤  

会 ・会員 理

    ・年会 

広報・渉外部

 任 西垣丈人

副 長谷川正直

副 秦 務

副 新井健男

副  藤  

広報・渉外・ Ｐ・  

普及部

 任 吉田隆明

副 秦 務

副 瀧上正志

副 飯田 福

副 中野典子

普及   推 ・男 

       

      

    

     

     

        

名誉会長 下村 尚
理事長 森阪利明
副理事長 山田亮煕
副理事長 西垣丈人
副理事長 南崎 茂
副理事長 水谷太一
副理事長 吉田隆明

理事（12名 1 名）

下村 尚 秦 務
浅井 徹 新井健男
飯田 福 関谷淳一
川上豊次 瀧上正志
加藤 弘 長谷川正直
吉成博行 中野典子

      

       

    

     

     

       

       

      
・  部   
・事   部   
・競技部 技術部   
・広報部 渉外部   
・総務部 財務部   
・ 務理事職・ 務理事職   
・役員会 新 
役員会は理事長 副理事長で 成 
事   部           
理事会  事   務 行      
      行 

   法人グランドマスターズホッケー協会   （ ） （2021 06月   ）

監事
総会（正会員）

理事会
理事長（会長）

名誉会長

副理事長（副会長）

理事

役員会

事務局長

総務・財務部

 任 

副

副

副

会 ・会員 理

    ・年会 

広報・渉外部

 任 

副

副

副

副

広報・渉外・ Ｐ・  

普及部

 任 

副

副

副

副

普及   推 ・男 

トレーニング部

 任 

副

副

副

トレーニング全般

名誉会長
理事長
副理事長
副理事長
副理事長
副理事長
副理事長

理事（12名 1 名）

競技・技術部

 任 

副

副

副

 ー    成

  会    

     
・
・
・
・
・
・
・
役員会は理事長 副理事長で 成 
事   部           
理事会  事   務 行      
      行 


