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笹川スポーツ財団/日本スポーツ産業学会
共催講演会
（４月17日）
開催のご案内
１．日

時：2013年４月17日㈬

18：00～19：40

２．会

場：日本財団ビル２階会議室
東京都港区赤坂１丁目２番２号

３．内

容：

18：00

開会ご挨拶

18：10

講演

（公財）笹川スポーツ財団常務理事

一利

「フラッグフットボールはなぜ普及に成功したのか」
日本フラッグフットボール協会専務理事

19：30

渡辺

総括コメント

早稲田大学教授

町田

光

武藤

泰明

氏

４．参加費：一般2,000円，学生1,000円（当日会場でお支払いください．）
５．申込方法：学会ホームページhttp：//www. spo-sun. gr. jpよりお申込みください．
６．問合せ先：日本スポーツ産業学会事務局

jssi@spo-sun. gr. jp

第４回リサーチ・カンファレンス 開催される
第４回リサーチ・カンファレンスは，2013年２月11日（月･祝）に早稲田大学国際会議場にて行わ
れました．80名余の参加者を得て盛会のうちに幕を閉じました．これもひとえに，学生実行委員を
中心とした皆様の多大なるご尽力の賜物と感謝申し上げます．
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日本スポーツ産業学会第22回大会開催について
日本スポーツ産業学会では
「スポーツのすすめ」

■大会事前参加申込・大会参加費等事前納入締切

をメインテーマに掲げて第22回の学会大会を開催
することになりました．大会の成功には，学会員

2013年７月１日㈪までに参加費納入
７．参加費一覧

の皆さま方の積極的なご支援・ご協力が不可欠で

大会事前参加費

す．皆さまには，一般研究発表，大会参加を心よ
りお願い申し上げますとともに，学会大会を周知
していただき，新規参加者の確保にご協力くださ

会員一般・非会員一般

7,000円

会員学生・非会員学生

3,000円

（７月１日㈪までの納入．７月２日㈫以降は当

るよう重ねてお願い申し上げます．

日参加費と同額になります．）

記

当日参加費

１．メインテーマ：
「スポーツのすすめ」

会員一般・非会員一般

8,000円

２．会期：2013年７月13㈯～14日㈰

会員学生・非会員学生

3,000円

３．会場：慶應義塾大学三田キャンパス

※お振込みいただきました大会参加費，懇親会費

〒108-8345

につきましては，理由の如何にかかわらず，返

東京都港区三田２－15－45

金いたしかねますので予めご了承の程，お願い

４．大会参加申込方法

申し上げます．

日本スポーツ産業学会HP（http：//www. spo-

８．振込先

sun. gr. jp）の「学会大会」申込フォームよりお

・銀

行

みずほ銀行九段支店

申込ください．

普通

５．一般研究発表

日本スポーツ産業学会大会担当

■研究発表資格

8013476

金子佐知子

本学会会員であること（年会費納入済）
．共

・郵便局

同研究者は会員でなくてかまわない．

00170-8-659845
日本スポーツ産業学会学会大会

■研究分野

※誠に勝手ながら振込手数料は送金者負担にてお

スポーツ産業に関わる全ての研究分野
■発表時間

概ね15分程度を予定

■申込締切

2013年４月24日㈬消印有効

願いいたします．
９．問い合わせ先：
日本スポーツ産業学会事務局

■申込方法

TEL：03-5272-6192【内線】3014

日 本 ス ポ ー ツ 産 業 学 会HP（http：//www.

FAX：03-4496-4825

spo-sun. gr. jp）の「学会大会」よりお申込い

E-mail：jssi@spo-sun. gr. jp

ただくか，申込用紙（様式ＡとＢ）に準じて
ワープロにて文章を作成し，学会事務局（jssi@

第47回理事会報告

spo-sun. gr. jp）に添付ファイルにて送信のこ
と．または郵送・FAXにても受付．
■採択通知書

日

時：平成24年２月11日（月・祝）

採択者には，採択通知書を大会号原稿作成要
領とともに５月上旬送付予定．

12時15分～13時05分
場

６．大会までの日程

所：早稲田大学国際会議場４階共同研究室７

出席者（敬称略）：

■一般研究発表申込締切

2013年４月24日㈬

会

長

滝鼻

卓雄

■一般研究発表採択通知

2013年５月上旬予定

理事長

平田

竹男

■大会号原稿締切

2013年６月19日㈬

理

池 田

弘（代理：山本

研究発表採択者のみ
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事

和道（代理：松尾

英明）
，岩上

喜和）
，宇治橋

貞幸，尾山

基，北村

長）
，
三木谷

浩史（代理：関

水野
内
監

事

薫（運営委員

明人（代理：水野

聡司）
，

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ
き収支予算（案）が説明され，これが承認された．

利昭）
，宮
６．事務局の移転先について

孝知

桂川

保彦

平田理事長より事務局移転の経緯説明がなさ

オブザーバー 運 営委員：青山

芳之，佐野

毅彦，

れ，引き続き平田理事長の指名で北村理事より資

好男，

料に基づき移転先の説明がなされ，これが承認さ

澤井

和彦，高橋

義雄，中村

原田

尚幸，間野

義之

れた．
７．会則の改定について

平田竹男理事長の開会宣言の後，滝鼻卓雄会長

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ

より挨拶がなされた．
さらに理事会成立の確認後，

き事務局移転に伴う会則改定の説明がなされ，こ

議題の審議に入った．

れが承認された．

審議の概略は以下の通りである．

８．理事および運営委員改選について

１．第46回理事会議事録の確認
基，宮内孝知両理事が

本年３月末日での任期満了に伴う理事改選につ

署名した第46回理事会議事録が資料として示さ

いては，これまでの慣例通り学会大会と併せて開

れ，確認された．

催される理事会での審議を経て総会に諮ること，

平田理事長より，尾山

また，本日の議事録署名人に，宇治橋貞幸，水

改選案作成は理事長預かりとすることが確認され

野明人（代理：水野利昭）両理事が指名された．

た．また，同じく３月末日で任期満了となる運営
委員の理事長による任命は，理事改選と併せて行

２．平成24年度事業経過報告
平田理事長の指名で北村

われることが確認された．

薫理事
（運営委員長）
９．学会賞の推薦について

より，資料に基づき平成24年度事業経過報告がな

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ

され，これが承認された．

き，学会賞候補論文はなく奨励賞候補論文２編が
３．平成24年度収支中間報告

学会賞選考委員会より推薦されたとの説明がなさ
れ，これが承認された．

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ
き平成24年度収支中間報告がなされ，これが承認
された．

10．第22回学会大会の準備経過報告

４．平成25年度事業計画

き，第22回学会大会の準備経過報告がなされた．

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ
平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ

また，高橋義雄運営委員（大会委員長）より，大

き平成25年度事業計画（案）が説明され，これが

会テーマは検討中であるが，学会本部企画として

承認された．

女性をテーマとしたシンポジウムあるいはセミ
ナー開催を検討中である旨報告がなされた．

なお，産業界側の会員拡充を目的に産業界側の
意見聴取実施などの提案がなされた．
また，
リサー

平田竹男理事長の閉会宣言があり，理事会を終

チ・カンファレンスの運営体制や開催日程の見直

了した．

し，表彰制度導入について運営委員会にて検討す

（文責：運営委員会総務担当）

ることが確認された．
５．平成25年度収支予算
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事務局より
〈「スポーツ産業学研究」第22巻第 2 号についてのお詫び〉
「スポーツ産業学研究」第22巻第２号331ページ「スポーツ関連大学の入試情報一覧（2012年度）」の注
記31（334ページ）の内容に間違いがありましたので，訂正させていただきます．
（誤）2012年４月設置．学科一括募集につき，募集人数は学部全体の人数．……
↓
（正）2012年４月設置．学部一括募集につき，募集人数は学部全体の人数．……

〈平成24年度会費納入のお願い〉
現在，平成24年度会費（正会員・7,000円，学生会員2,000円）の納入受付をしていますが，まだ，平成
23年度の会費の納入をしていない方がおられます．早急に納入して頂ければ幸いです．未納の会員には振
込用紙を個別にお送りしておりますので，どうぞ宜しくお願い致します．
〔郵便振替〕口座番号
加入者名

００１８０－４－５４８３５５
日本スポーツ産業学会

〈新会員紹介のお願い〉
日本スポーツ産業学会の会員数は，現在，個人会員が約500名，賛助会員が17団体です．本学会は，設
立理念にもありますように，産業界，学界，官界と幅広い分野から会員を募り学会活動を進めています．
学会の趣旨に賛同し，ともに研究を進める仲間を募っています．下記事務局にご紹介頂ければ幸いです．
日本スポーツ産業学会事務局
〒162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町513番地
早稲田大学研究開発センター（120号館１－403）
早稲田大学スポーツ産業研究所内
TEL：03-5272-6192（自動音声）
【内線】3014
FAX：03-4496-4825
E-mail：jssi＠spo-sun. gr. jp
http：//www.spo-sun. gr. jp/

－4－

「スポーツ産業学研究第24巻第１号」原稿募集
「スポーツ産業学研究第24巻第１号」（平成26年３月発行予定）の原稿を募集し
ます．奮って寄稿されるようご案内致します．
１．原 稿 締 切

平成25年９月２日㈪

２．原 稿 の 種 類

総説，原著論文，研究ノート，事例報告，フォーラム，書評，
アゴラなど．

３．原 稿 の 採 否

編集委員会により投稿分類の妥当性および査読の可否を判定
した後に査読委員が選ばれ査読が依頼される．その査読結果
をもとに編集委員会は原稿の採否を決定し，その結果を投稿
者に通知する．

４．提出する原稿

メールの添付ファイル（ワードかPDF，図表はエクセル可）で
送付のこと．
但し，郵送（オリジナル原稿とそのコピー３部の計４部）も
受け付け中．

５．論文の送付先

〒162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町513番地
早稲田大学研究開発センター（120号館１－403）
早稲田大学スポーツ産業研究所内

日本スポーツ産業学会編集委員会
６．執 筆 方 法 「スポーツ産業学研究」投稿規定（
「スポーツ産業学研究第23
巻第１号」所収）を参照．

日本スポーツ産業学会

「学会ニュース№85」

発行日：2013年３月31日
発行者：日本スポーツ産業学会理事長
編集者：中村
藤田

好男，丸山
康範，岡

平田

剛生，梶川

竹男

裕矢，越川

茂樹

浩一朗，金子佐知子

事務局：〒162-0041
東京都新宿区早稲田鶴巻町513番地
早稲田大学研究開発センター（120号館１－403）
早稲田大学スポーツ産業研究所内
日本スポーツ産業学会事務局
TEL：03-5272-6192（内線）3014
E-mail：jssi@spo-sun. gr.jp
http：//www. spo-sun. gr. jp/
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Fax：03-4496-4825

