
2013/03/25 
	 	 	 	 	 	 	 第 25 回	 ランニング学会	 総会	 議事録   

報告事項：	 

会員の異動（平成 24年 1月 1日～同 12月 31日）	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 入会者	 60名	 	 退会者	 104名（内 73名は、3年以上会費未納） 

	 	 会員数	 正会員 492、顧問 8、名誉顧問 3、賛助会員 5、 購読会員 4	  

議題	 

	 1.平成24年度（H24.4.1～H25.3.31）事業報告、各委員会活動報告	 

 1）学会大会	 H25.3.23～3.24	 	 東京学芸大学で開催（生涯スポーツとしてのランニング）した	  

2）学会総会	 H25.3.24	 	 	 	 	 東京学芸大学で開催した	  

3）ランニングクラブ運営	 	 45クラブ会員総数	 3,000人で活動した	  

	 	 	 4）企画委員会	 	 特記事項なし 

5）編集委員会	 Vol.23 No.2（9月）、Vol.24 No.1（2013年 3月）にそれぞれ発行した。 

6）Position Stand委員会	 	 特記事項なし 

7）広報委員会	 	 会報 30号を発行した。ニューズレター№14、No.15をHPに掲載した。 

8）指導員養成委員会	 	 講習会を 2回開催し、合格者を認定した。「審査」による認定は、

別掲	 	 	 	 	 	  

	 	 	 9）ランニング学会賞	 奨励賞、学会賞を以下の通り、決定した。 

奨励賞：中嶋南紀ほか 

「ランニングクラブ会員の生理的プロフィールとクラブ運営の方向性―Mクラブについて―」 

学会賞：高橋将記ほか「中高年者における 10km走での疲労感と酸化ストレス及び抗酸化能力の関係」 

	 	 	 10）助成研究	 審査により、４研究課題に、助成金（総額 100万円）を交付した 

	 	 	 11）学会セミナー	 「大阪マラソンセミナー」、「特別講演会（マーラ山内氏）」を開催した。 

12）財務委員会	 余剰金問題調査など（	 14）参照	 ） 

13）その他 「ランニングリテラシー」を重版した。 

14）余剰金問題  過去の通帳等を調査、検討し、監事が確認、収入の未記載、未払い等は確認できなかった。 

確認された繰越余剰金は、￥1,359,756で、2012年収入に計上した。	  

	 2．審査・認定に依る指導者・指導員認定	  ≪ 別紙 審査・認定による資格付与  ≫   

規準を制定し、候補者リストを作成。 審査予備会、審査委員が審査し、認定「可」と判定された。 

なお、資格は、期限付きとし、その間に一定の基準を満たすことで資格を更新できることとする。 

 

3. 学会口座・学会メールアドレス 

	 1）学会口座	 「学会事務局口座」と「学会大会事務局口座」の他に「指導者養成用」も開設する 

2）メールアドレス	 office@e-running.netの他に、助成研究用と編集委員会用にアカウントを新設する。 

	 学会大会事務局は、毎回新設の予定（sfrunning25@gmail.com など） 

	 

4.平成24年度（H24.1.1～H24.12.31）会計報告	 ≪	 別紙	 決算書	 ≫ 

	 	 ※「協賛金等」予算 250万に対し、決算「0」であるが、3/15に入金された。 
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5.役員改選について	 	 	 	 	 

	 	 	 理事選挙の結果に基づき、得票上位者 20位までの 21人に受諾確認し、全員が受諾。これに、会長推薦若

干名を加えて新理事（候補）とし、新理事（候補）の会で次期理事長、会長等を選出した。 

	 	 	 （新理事） 

有吉	 正博、藤牧	 利昭、豊岡	 示朗、佐藤	 光子、鍋倉	 賢治、伊藤	 静夫、田中	 宏暁 

雨宮	 輝也、山内 	 武、	 河合	 美香、前河	 洋一、青野	 博、	 岡田	 英孝、鈴木	 愛子 

	 	 	 鳥井	 健次、山本	 正彦、榎本	 靖士、野口	 勝宏、吉岡	 利貢、梶原	 洋子、鳥居	 俊 

	 	 	 佐藤	 善人、大崎	 栄、	 井筒	 紫乃、佐藤	 英子、足立	 哲司 

	 	 	 （役員） 

	 	 	 会	 長：豊岡示朗	 	 	 副会長：伊藤静夫、佐藤光子 

	 	 	 理事長：藤牧利昭	 	 	 事務局長：鍋倉賢治（副理事長兼務） 

	 	 	 監	 事：澁谷	 信、羽原克也 

 

	 6.平成25年度（H25.4.1～H26.3.31）事業計画、各委員会活動計画	 

1）学会大会	 	 H26.3大阪体育大学で開催 

2）総会	 	 	 同学会大会で開催 

3）ランニングクラブ運営：	 実施予定。委員会、代表者会議は先行実施済み。 

	 	 	 4）企画委員会	 将来構想委員会として、学会の方向性全般を検討する。	  

	 	 	 5）編集委員会	 Vol.24 No.2 、Vol.25No.1, No2発行 

6）Position Stand委員会	 2012計画を実施 

7）広報委員会、会報 31号の発行、ニューズレターの発行	 	  

8）指導員（者）養成委員会 

①講習会を 2回開催	 第 1回：2013年 10月	 東京学芸大学	 第 2回：2014年 2月	 大阪学院大学 

	 	 	 	 ②審査による認定：資格の有効期限、更新条件、新規認定、上級への移行審査、委員会体制などを整備 

	 	 	 9）助成研究	 	 公募により、優れた研究に基金を交付 

10）ランニング学会賞	 優秀な業績（論文等）を表彰 

	 	 	 11）ランニング学会セミナー	 	 	 	 	 	  

12）財務委員会 

13）その他 

	 	 	 ①顧問弁護士委嘱 

②会員（主に市民ランナー系）の満足度を高める方策の検討 

 

７．平成25年度（H25.1.1～H25.12.31）会計予算	 

   ≪	 別紙	 予算案	 ≫ 

 

	 8.	 その他	 	 	 

	 	 	 	 	 なし	 

（文責・藤牧利昭） 


