2005 年度末 サロン 2002 理事会 報告
【日時】２００６年３月１０日（金）～３月１８日（土）
【会 場】ネット空間（メールの交換で議事進行しました）
【参加者（会員）
】
理事：安藤裕一 宇都宮徹壱 笹原勉 田中俊也 中塚義実 本多克己
監事：高橋義雄
オブザーバー：川井寿裕 鈴木崇正 徳田仁 両角晶仁
【出 席】浅野智嗣(JSA 理事長) 麻生征宏(筑波大学附属高校非常勤講師)

岡野玄(1965 年浦和生まれ

／(株)毎日コムネット) 小出正三(SocioFliesta「Project2002」) 片岡麻衣子(LOVE JAPAN 代表) 中
西敦(LOVE JAPAN メンバー／一橋大学早川ゼミ所属) 松本佳世子(NPO 法人日本サポーター協会正会
員)
注）運営委員（会計担当）の川井寿裕氏と、公開シンポジウム報告書編集長の鈴木崇正氏、ワールドカッ
プツアー担当の徳田仁氏、役員選任規定づくりに携わっていただいた
報告．2005 年度事業及び決算（中間報告）
サロン 2002 規約第 3 条（事業）の各項目に照らして、概要を把握した。会計報告は５月総会にて改めて
行う。
１．月例会
１）通常の月例会 … 毎月開催できた。ただし５月は総会のみ。１１月は公開シンポジウム。
２）出張サロン

… 8 月 6 日に名古屋で行った（７月例会として）

３）公開シンポジウム … 「クラマーさんありがとう！」を開催。報告書も完成した
２．プロジェクト … 5 月総会の確認どおり、
「公開シンポジウム」をプロジェクト扱いとした。その
他のプロジェクトはなし。
３．サロンと目的を同じくする団体の事業への参加

… 特になし

４．ホームページの運営 … 更新に難あり（昨年度末も同じことが議事録に書かれている）
。また、記
載事項の誤りがなかなか修正されないことがあった（今も月例会報告のタイトル一部が間違ったまま）。
また本年度は「2005 年度会員」が掲載されないまま終わってしまった。
５．その他

・
「ポロシャツ」に続く第 2 弾を公募したが、あまり意見が出ないまま立ち消えになった。
・ワールドカップツアーについては現在準備中

審議 1．2006 年度役員候補者について
役員候補者選考委員会（委員長：本多克己）が、2006 年度理事 6 名、監事 1 名を推薦した。
理事会での審議の結果、以下を理事会案として総会へ附議する。
理事候補 … 安藤裕一 宇都宮徹壱 田中俊也 徳田仁 中塚義実 本多克己
監事候補 … 高橋義雄
【役員候補者選考委員会（委員長：本多克己）より】
ワールドカップイヤーにつき、ドイツ現地での事業開催なども検討されていることから、海外の事情、実
務に強い徳田氏を推薦する。海外在住の笹原氏については、会議、月例などへの参加も難しいことから、
今年度の推薦は見送ることとする。
【2006 年度役員の選任について】
添付された「役員の選任手続きに関する規定」をお読みいただいた上で、以下の要領で、3 月 20 日（月）
～27 日（月）の期間に投票してください。投票者の過半数を持って選任されたものとします。
投票用紙は、中塚義実（2005 年度理事長）と高橋義雄（2005 年度監事）までお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜役員候補者投票用紙＞
氏名
１．全員を選任する。
２．
（氏名）氏を除いて選任する
３．全員を選任しない
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

審議 2．2006 年度会員募集（更新）手続きについて
基本的には昨年通りです。つまり、
「2006 年度会員名簿の原稿を送る（必須）
」と「2006 年度会費を納め
る（必須）
」こととします。別便で、2006 年度の募集用紙を送信しました（3 月 20 日）。

2005 年度は、ホームページにサロン会員の名前が掲載されないまま 1 年間経過してしまいました。
「サ
ロン 2002 って何？」と言ったときに、その構成員である一人ひとりの存在が重要です。せめて氏名は公
開し、可能であれば、
「どのような方なのか（属性）
」を明らかにすることは、その会の性格を示す上で重
要と考えます（この件については、2000 年度の会員制導入の際に十分に時間をかけて議論されました。
2005 年度のＨＰに掲載されなかったのは単なる手続き上のミスだったろうと思います）。
そこで、2006 年度入会手続きにあたって、改めて、
「ホームページに掲載する個人の属性」をしっかり書
いてもらおうと思います。そのため、名簿用フォーマットにも修正を加えました。
「属性を掲載されたくない。公表したくない」場合もあるでしょう。その場合は「掲載しない」と意思表
示してください。けど、氏名は公開します。ハンドルネームによるバーチャル団体ではありません。

審議 3．公開シンポジウム報告書の扱いについて
現時点で、筑波大学附属高校には、公開シンポジウム報告書の残部が以下の冊数あります。この他にも、
フットボール学会で配布するために、立教大学にも何部か残っています。
2005 年度「クラマーさんありがとう！」…175 部。
2004 年度「ｔｏｔｏを活かそう！－地域スポーツ振興のために」…約 70 部
2003 年度「２００２年を越えて－地域で育てるこれからのスポーツ環境」…約 70 部
2002 年度「２００２年ＦＩＦＡワールドカップを振り返って」…約 20 部
2001 年度「２００２年とその先へのメッセージ」…約 10 部
特に、2003 年度以降のものについては、このまま置いておくのはもったいないと思います。
日本サッカー協会はもちろん、都道府県サッカー協会宛やＪクラブなど、活用してもらえそうなところ
に郵送したいと考えます。その際、4 月初旬に完成する「ＤＵＯリーグ 10 周年記念誌」や、
「東京都にお
ける U-18 年代のフットサル大会報告書（2001～2005）」（トライアルＦＡとしての事業）もからめなが
ら、どこの業務なのかを整理して、必要なところに郵送します。
手間ひまはかかるでしょうが…。

審議 4．その他
１．ワールドカップ観戦ツアーについて（徳田会員からの現状報告）
「サロン単独ツアー」は、アンケートへの応募人数から考えると難しそうです。今後は、
「セリエ」のツ
アーを絡めながら調整したいと考えます。3 月末に、サロン会員へ連絡の予定。

２．月例会参加費の件（両角会員からの問題提起をもとに意見交換）
両角会員から、月例会に関して、
「初参加の方からは参加費を徴収しないようにしてはどうか（初参加の
ハードルを下げ、次回参加、入会へと導きたいというのがねらい）」という提案があり（サロン会員は、
誰もが下院運営に関して提案する権利を持っています

←

当たり前なのでどこにも書かれていません

が）
、理事会で意見交換しました。
さまざまな意見がありましたが、
「月例会の原則は崩すべきではないが、検討の余地はある。そこで改め
て、5 月総会にて意見交換したい」との考えを総会に提示することとなりました。
大事（おおごと）ではありませんが、こういう話は数年周期で、全会員でした方がいいと考え、継続審議
とさせていただきます。ＭＬ等に投稿していただければ、5 月総会での議論も進むと思いますのでよろし
くお願いします。
３．ＤＵＯリーグ 10 周年記念誌のサロン会員への送付について（中塚理事長からの提案）
2006 年度は、ＤＵＯリーグ 10 周年。現在その記念誌を作成しています。なかなかいいものができそう
です。ぜひサロンの会員にも行き渡るようにしたい（ＤＵＯリーグとサロン 2002 は、私の中ではもちろ
んのこと、少し離れて見た場合でも、車の両輪として歩みをともにしてきたと思いますので）のですが、
何の根拠もなく、サロン会員に無料配布するのは、ＤＵＯリーグチェアマン兼サロン理事長と言えども
できません（やってはならないことでしょう）。
ＤＵＯの各クラブは、１冊 100 円×50 冊分＝5,000 円を支払い、50 冊ずつ貰い受けることになっていま
す（在校生や卒業生・保護者に配布）
。また、これに加えて、各クラブ 5,000 円の賛助金を払い、Ａ４判
の半分のスペースに、学校・クラブ紹介を掲載する（つまり広告の代わり）こととしています（これがシ
ンポジウムの運営経費となる）
。
そこで、サロンとしては、ＤＵＯリーグ 10 周年記念誌に「サロン 2002」の広告を掲載することで、会
員に冊子が行き渡るようにするのはどうでしょうか。具体的には、サロンからＤＵＯリーグに 15,000 円
の広告料を払い、Ａ４判の広告を掲載、その代わり 150 冊分を貰い受け、サロン会員に、名簿＋クラマ
ー報告書とあわせて送付するという考えです。いかがでしょうか？
ちなみに、サロンの報告書には、ＤＵＯリーグから毎年 3 万円の広告を出してもらっています。
→

理事会では「基本的にはＯＫ。サロンの広告をＤＵＯリーグ報告書にも掲載し、15,000 円の広告費

を支払う」とした。ただ、郵送の手間や送料のことをあわせて考慮し、よりよい方法を探りたい。

４．サロン 2002 の 10 周年企画について（中塚理事長からの提案）
1980 年代後半から活動していたサロンの前身「社・心グループ」が「サロン 2002」の名称でリスタート
したのは 1997 年度から。すなわち、2007 年度でサロンも 10 周年を迎えることになります。
2007 年 3 月には、
「サロン 2002 の 10 周年を祝う会」を開いて「記念誌」を作るなど、何らかの記念事
業に取り組みたい。
→

肯定的な意見が多かった。
「
“サロン 2002 と私の 10 年の歩み”などといったタイトルで募集すると

面白いですね。
特に 今までサロン 2002 に対し give したいがする機会がなかったという人達に取って、
絶好のチャンスだと思います」
「これは重要ですね。是非、全会員寄稿文を募り今後 10 年へ向けた各自
のサロンへの意気込みを書いてもらうとモチベーションを保ちやすいですね。おそらく 10 年で勤務先が
変わったり、住所が変わり立場も変わる人が多いでしょうから。原則、全員というのを提案したいと思い
ます。
“私とサロン 2002 のこの 10 年”もしくは“私とサッカー、この 10 年”でも」
。続きはＭＬ、そし
て 5 月総会で議論したい。
以上

通信本文
2006.3.20.（中塚義実）
サロン 2002 会員各位
年度末の理事会報告をさせていただきます。本年度は、理事会の方も日程の都合がつかず、メールでの持
ち回り開催となりました。3 月 10 日（金）～3 月 18 日（土）と、長期間に及ぶ(?)理事会でした。
2005 年度末の総会は、例年どおり「ホームページ上の総会」として「理事会報告」
（本メール）をもって
開催とします。何かありましたら、3 月 20 日（月）～27 日（月）の期間に、ＭＬ上、または直接、2005
年度理事長の中塚までご連絡ください。
またこの期間中、2006 年度の役員候補者選挙を行ないます。役員選出の流れについては、以下のフォー
マットを用いて 3 月 27 日（月）までに必ず返信してください。
【役員候補者】
理事候補 … 安藤裕一 宇都宮徹壱 田中俊也 徳田仁 中塚義実 本多克己
監事候補 … 高橋義雄

【2006 年度役員の選任について】
添付された「役員の選任手続きに関する規定」をお読みいただいた上で、以下の要領で、3 月 20 日（月）
～27 日（月）の期間に投票してください。投票者の過半数を持って選任されたものとします。
投票用紙は、中塚義実（2005 年度理事長）と高橋義雄（2005 年度監事）までお願いします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜役員候補者投票用紙＞
氏名
１．全員を選任する。
２．
（氏名）氏を除いて選任する
３．全員を選任しない
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
理事会（総会資料）のポイントは次のとおりです。詳細は添付された本文をお読みください。
・2005 年度事業報告・決算報告について → 決算については中間報告です。正式なものは 5 月の総会
にずれ込みます
・2006 年度役員候補者について → 承認投票をお願いします
・2006 年度入会（更新）手続きについて → 基本的には昨年通りですが、
「ホームページに掲載する個
人の属性」を必ず書いてください。属性を掲載されたくない場合はその旨お書きください
・
「公開シンポジウム報告書」について → せっかくできたよいものをどう活かすかという話です
・その他 … ワールドカップツアー／2006 年度シンポジウム／サロン 10 周年記念事業他
＜参考＞
2005 年度末総会期間（役員候補者選挙期間） … 3 月 20 日（月） ～ 3 月 27 日（月）
2006 年度会員募集期間 …

3 月 20 日（月） ～

4 月 21 日（金）

2006 年度会員募集期間 …

3 月 20 日（月） ～

4 月 21 日（金）

2006 年度名簿発送 … ５月連休前後
2006 年度総会 … 5 月 13 日（土）前後
以上

or 5 月 20 日（土）前後（昨年度は 5 月 28 日（土））

