
I 事 務局報告

1.ス ポーツ史学会第20回 大会の開催

本年度の学会大会は12月2・3日に、大阪学院大学を会

場に開催され、会員71名、非会員(シンポジウムのみの参

加者含む)25名、合計96名の参加がありました。第1日目

は8題の一般発表があり、その後行わオした懇親会とと【)に、

盛会のうちに終了しまし/た。第2日目は4題の一般発表の

あと、総会をはさスンで、シンポジウム「(21世紀の身体〉を

考える」が開催されました。松本芳明会員の司会で、今福

麓太氏、西谷修氏、稲垣正浩会員による発表が行われ、

く身体〉がいま置かれている状況について、各氏の鋭い切

り日から所見が提示され、今後の展望が,示唆されました。

2.平 成 18年度 (第20回 )総会について

平成18年度総会は、12月3日の一般発表終了後、午前

11時20分から開催されました。終会の内容について以下

にご報告ヒ′ます。

1.会長挨拶

2.平成18年度スポーツ史学会「学会賞」表彰

スポーツ史学会設立20周年を記念して設置された「学

会賞」の表彰が行われました。選考委員長より下記の通り

選考結果の報告のあと、会長より志々田文明会員に賞状

ならびに盾が授与さォしました。

①学会賞 :志 々田文明『武道の教育カー満州国・建国

大学における武道教育―』日本図書センター、2005年

3月

①奨励賞 :該 当なし
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3.議 長選出(桑原―
良会員が選出されました)

4.報 告事項

1)会況報告(庶務会計担当理事)

9月30日現在の会況について、下記の通り報告がありま

した。

会長総数2%名 正会員19冴奇学生会員34名

会費納入状況

2t106<平成1抄年度納入者数 92名

2KX15<平成1み年度未納者数 29名

2004<平成16>年度未納者数 11名

会費収入総額 1,380,∝滑円

2)2006(平成18)年度事業・会計中間報告について

(庶務会計担当理事)

総会配布資料に基づいて庶務会計担当理事より今年

度の事業・会計中間報告が行われました(Sページ【資料

1】参照)。

3)編集委員会報告(編集委員長)

編集委員長よリレポーソ史研究」第20号には、原著論

文、研究ノート、その他に投稿があり、来年3月末日まで

に発行するため、現在、編集作業を鋭意進めていること

が報告されました。また、第20号の巻末に掲載する「会員

活動報告書」のための用紙を「学会だより」第83号に同封

するので、記入のうえ返送してもらいたい旨も付け加えら

れました。

なお、「スポーツ史研究」第19号について、刊行が大幅

に遅れたこと、また原著論文の英文要旨が脱落したことに



伴い、理事会の判断で刷り直したことが報告されました.

こα)ことについて、事務局より経過説明があり、あわせて

訪す罪が行わオt夕ましたし

4)役 員改選選挙結果の報告(選挙管理委員長)

2∞6(平成18)年度の役員改選選挙の結果について、

次の通り報告されました。

理事:池田恵子、坂ャL康博、野々宮徹、船井度則

次点:大川信行

5)会報「ひすぼ」について(企画担当理事)

企画担当理事より、「ひすぽ」の発行状況について、64

号と65号が発イ
fr済

みであること.66号 は年度内に発行予

定であることが報告されました。

6)次期学会大会について(学会担当理事)

学会担当理事より、来年度、第21回大会の当番校につ

いて、理事会の協議の結果、札幌大学 (瀧元誠樹会貝)

に決定したことが報告されまし/た。開催時期は、11月3日

(土),4日 (日)を予定しています。

7)その他

①「理1事会内規」について

理事長より、理事会において「理事会内規」を制定した

ことについて報告されました(6ページ【資料2】参照).

②「20周年記念誌」について

関係各位に協力により、学会設立20周年を記念して「ス

ポーツ史学会20年の歩み」を編集し、刊行できたことが、

理事長より報告さオLました。なお、「20周年記念事業積立

金」の残金については、「学会活動準備金」としてブール

しておくことを理事会で決定したことがあわせて報告され

ました.

①事務局移転について

理事長より、21j07年1月より事務局を仙台大学から奈良

工業高等専門学校に移転することが報告さオしました。

4`審 議事項

1)2005(平成17)年度事業・決算報告について

(庶務会計担当理事・監事)

総会配布資料に基づき、庶務会計担当理事より昨年度

の事業報告が行われました(7ページ【資料3-1】参照).

ひきつづき、庶務会計担当理学より昨年度の決算報告

が行われまとクた。f/jわせて、中村酷事より、会計原簿他の

関係書類を監査した結‐果、平成17年度の学会会計ならび

に「2()周年記念事業積立金」収支に関して適切に処理さ

れていることが報告されました。

筈議の結果、平成17年度学会決算報告書お(■び「20周

年記念事業積立金」llt支決算報告書が原案どおり承認さ

れまし′た(8′ヽミージ【資料3‐2】、9パージ【資料3‐3】参照).

2)20tj7(平成19)年度事業計画・予算案について

(庶務会計担当理事)

総会配付資料に基づき、庶務会計担当理事より、来年

度の事業計画および予算案が提案されました(10ページ

【資料4】参照).審議の結果、提案どおり承認されました。

3)「ホームページ委員会規程」について(担当理事)

担当理事.長り、規柱怖」定の趣旨説明があり、審議の結果、

原案どおり承認されました(11ページ【資料″5】参照)。

5.閉会の挨拶

3.2006(賊 18)年 度 会費納入 のお願 い

今年度会費(正会員8,000円、学生会員5,000円)の納人

はお済みでし長うか,木納の除には、早めに会費をお振り

込み噴きますよう重ねてお願い中し上げます.会 員J第9条

により、3年を越えて会費を未納の坊合、会員資格を喪失

ヒ′ますので、ご注意下さいっ

なお、2007年 1月から事務局が奈良工業高等専門学校

(松井良明会長)・ヽ移転ヒます。郵使振誉田座i)、新事務

局の1珂座にかわりま→
卜
ので、ご注意下さい.



新事務局

〒639‐1080奈 良県大和郡山市矢田町22番地

奈良工業高等専門学校 一般教科 松井研究室

Tcl:0743‐55‐6000(十【)

Faxt0743‐55‐6067(ぽ主)

E‐m組 imttsul②hbe_nara_k,acjp

新郵便振替口座

名義:スポーツ史学会事務局

瑠野ギチ:00930‐8‐206133

4,研 究助成の募集 について

ミズノスポーツ振興会より、「スポーッ学等研究助成金交

付申請要項」が届きました。申請を希望される方は、事務

局まで書類をご請求ください。 申 請には学会からの推

薦が必要です。申請書類は2月末胃必着でスポーツ史

学会事務局にご提出ください。

なお案内によりますと、 「当学会から2件程度申請

できる」また 「殊に、新進気鋭の研究者による研究を

期待している」とのことです。応募多数の場合は、学

会理事会において選考させて頂きます。

5.「会員研 究活動報告」の連絡 について

「スボーツ史研究」第20号の巻末に掲載する「会員研究

活動報告」の用紙を同封しますので、平成18年の研究活

動報告(修士・博士論文は平成17年度)を記入のうえ、来

年1月末までに事務局までご返送くださいますようお願い

します。また、この件につきましては、Eメールでのご連絡

も可能です。(c―ll■■li nut鋭@llbC im_k acjp)

6,日 本学術会議刊行物 について

(財)日本学術協力財団より『学術の動向』2tX16年10～

12月号(目次を末尾に掲載)が、事務局に届きました。ご関

心をお持ちの方は事務局までご連絡下さい。1司誌の特集

記事は、http:ね甲w.瑚.g臥jPからも閲覧できます。

なお、10月号の特集テーマは「スポーツの科学」でし

た。

6.学 会賞 ・奨励賞の雑薦 について

平成19年度の学会賞・奨励賞の候補論文(著書)の推

薦依頼書を同封致しますので、ふるつてご推薦くださいぅ

学会賞、奨励賞と【)に、2名以上の会員の連名で推薦す

ることができます。推薦の際には、応募書式(推薦書式)

に沿って作成した推薦書を、来年3月末までに事務局ま

でご郵送下さい。

今回は、平成18年中(平成18年1月1日から12月81日

まで)に刊行された『スポーツ史研究旅 の他の学術雑誌

の論文および学術的著書が対象となります。著者(ファー

ス|・ヽオーサー)が本学会員で、内容がスポーツ史に関連

するものに限られます。

H、 理事会報告

1.第 90回理事会

第90回理事会が下記の通り開催されまし′た。

期日:12月2日 (土)11日寺30分～12時40分

場所 :大阪学院大学・2号館響 02教室

出席者:会 長 稲垣正浩

理事 松本芳明(理事長),楠 戸一彦,松井良明,三井悦

子、山本徳郎,中房敏朗(!事務局)

欠席者:荻 浩三,小 田切毅
一

,高橋幸
―

[報告事項]

1)会況報告について

2)「スポーツ史研究」第20号の編集進捗状況について

3)「ひすぽ」について

4)そのイ也

[審議事項]

1)第89回理事会議事録の承認について

2)平成18年度総会の議事進行について

3)その他

①会員名簿の発行について

②機関別認証評価に係わる専門委員候補者の推薦に

ついて

2.第 91回理事会

第91回理事会が下記の通り開催されました。

期 日31 2月3日(田) 1 2日寺2 0分～1 3時2 0分



場所:大阪学1先大学,2ぺ 生F02教 室

出席者:会 長 有言垣正浩

理事 池田恵子、高橋幸
一

、中房敏朗(旧事務局)、船井

慶則、松井良明(新事務局)、三井悦子(新理事長)

欠席者:荻 浩二、坂上康博、野々宮徹、瀧元談樹 (第21

回大会担当理事)

[審議事項]

上)会務、委員会の分担について

2)平成19年学会活動スケジュールについて

3)その他

3.新 役員 の分担 につ いて

役員改選にとt)ない、新理事長の互選ならびに会務の

分担が下記のとおり決定いたしました。

期間:2m6年 12月～2008年H月

理事長 I 三井悦子

会務

企画:荻浩三、坂上康博

編集:高橋幸一
、船井廣則

渉外:池田恵子、船井度員J、三井1腕子

庶務:野々官徹、松井良明

会計:松井良明(事務局)

委員会

企画委ャ員会:委員長 荻 浩二、坂 上康博(扇J)

編集委員会:委表長 高橋幸一、野々営徹 (副)、

松井良明、船井慶則

HP委 員会:委員長 船井慶員」、池田恵子(副)、

三井'脱子、米松本方明(理i事以外の委員)

III編 集 委 員 会 報 告

2006年1月より、「スポーツ史研究」の投稿先が次の(其う

に変わります|.

IV会 報 「ひす ぽ」報 告

1.「ひすぽ」第66号 の原稿募集 について

次号「ひすぽ」第66号の特集テーマは、「スポーツ史研

究の可能性をさく
す
る」です。特集テーマの締め切り1ま来年

2月末Flです。ふるつてご投稿ください。なお、ひすぽ投

稿内容は、特集テーマ、論壇、自由テーマ、図書紹介、ス

ポーソ博物館情報、内外の学会・研究会情報などです1〕

不明な点に関しては、事務局までお問い合わせくださ

い り

3.「ひす ぽJ特集テーマの募集 について

来年度(平成19年度)の「ひすぽ」67,68、 69号の特集

テーマを募集いたします。事務局までお寄せください。み

なさまのご提案をお待ちしております13

V会 員の動向

次の方の人会が承認さオRフました。

月地島 絋之(ツキシマ ヒロコキ)日 本体育大学大学院

〒999‐2232山 形県南陽市三間通1291も

スボーツ史研究編集委員長 高橋 幸一

Tel:0238+042271


