総務委員会

令 和元年 度
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総務 委員 会 事業報告

主な活動内容
① 各競技会運営の準備業務の遂行。
② 県陸協会議の準備業務及び議事録整理保存。
③ 役員名簿の作成。
④ 登録業務 Web登
録 と登録費の管理、郡市陸協登録担当者 との連絡調整。
登録担当者への登録業務説明会の実施。
⑤ 競技会への医師配置計画の立案。
⑥ 女性指導者、女性審判員、選手対象の講演会の実施。
⑦ 広報誌の発行。 HP更 新。
③ 年間反省会 と優秀選手表彰式の準備業務、実施。
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総務委員会

会務及び各部事業報告

(1)委 員会会務等報告
。5月 23日
顔合 わせ

係 分担

事業確認

年 間会議 の 日程確認
。7月 10日

登録状況

。9月 5日

登録状況 Jrオ

広報誌 12号 発行準備

女性部 の事業

神奈川選手権諸準備 の確認 Jrォ

女性部第 19回 講習会 ・総会

リン ピ ック準備

関東選手権確認 作業

リン ピ ック資格審査 ・袋詰 め他

女性部講習会準備状況

広 報誌 13号 の 内容構成確認
。12月

5日

・2月 22日

登録状況

広 報誌 13号 発刊

登録 業務担 当者説 明会

女性部講習会 ・総会報告
登録状況 年 間反省会 。表彰式準備確認

年 間反省会 準備

広 報誌 14号 発行準備

事業案

決算 中間報告 、予算案
(2)各 種大会 の準備運営 に関す る総務委員会活動報告
<県 内主催大会 >
大会運営 の連絡調整 をはか り、 主 に庶務 関係業務 を中心 に活動 。
県選手権 では賞状 ・盾 の準備

大会準備物 品等 の掌握 、管 理 を行 っ た。

<主 管大会 (日本 陸連 主催)>
各委員会 と連絡 調整 し、準備 全体計画 の作成や大会事前会議 の 準備 要領
(資格審査 、 主任会議等)の 作成 、 そ の運営進行 を行 った。
また 、陸連 との連絡調整や庶務 関係 業務 として必 要物 品 の手配掌握 を担 当 した。

(1)登 録業務
H25年

度 よ り登録 作業 をWeb登

録 で実施 してい る。各郡市陸協担 当者 の協力 もあ り、登録

作業 の流れ は順 調 に行 われ るよ うにな ってい る。
令和 2年 度分登録業務説 明会 を 2月 22日

(土)に

(平沼記念 レス トハ ウス)に て実施 。

(2)広 報部
令和元年 6月 第 12号 を発刊 。 800部

印刷。令和元年 12月 第 13号 発刊。 800部

印昂1。

第 14号 の発行 にむ け準備 中。
神奈川 陸協 のHPを

担 当。 関係各部署 か らの情報 を掲載。

(3)女 性部
令 和元年 11月

(土)女 性 部第 19回 総会 ・講習会 開催。

30日

場所 :日 産 ス タジア ム管 理事務 所 内 317A会

議室

16名

参加。

ジュニ ア期 の混成競技 の指導法 につい て」
講演 「
´〜 各種 目の指導 ポイ ン トと トレー ニ ン グ〜
講師 樋 口 利夫先生 。田中 徳孝先生
(4)医 事部
令和元年度競技会 日程 に沿 つて 、年度 当初 に医事部長 を中心 に 医師配置計画 を作成 した。
平 日開催 日の 医師配置 には困難 が あ つ た。
(5)そ の他
令和 2年 2月 22日

(土)令 和元年度県陸協年 間反省会 。国体等表彰式 ・懇親会

場所 :ワ ー ク ピア横浜

準備 、運営。

