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★ 代表者会議及び新年会開催
〇代表者会議
日時 令和 2 年 1 月 25 日（土）10 時～12 時
場所 武蔵野スイングビル 11 階 Ｂホール
出席者 44 名
会議に先立ち出席者全員が自己紹介
司会 原島 副会長
（1）伊藤会長 挨拶および年度方針
(2) 2020 年度事業計画（案） 黒目理事長
(3) 会員登録・公認指導者更新について 他 原島事務局長
(4) 日本 TBG 協会現状報告 山北日本協会理事長
（5）その他 会員の増加対策について；都競技大会への参加促進策．一般会員の指向の変化，等
〇新年会
会場：武蔵境「大庄」12 時 30～15 時(中締め)
出席者 46 名
代表者会議に引き続いて開催。歓談、ビンゴゲーム等
今年度の発展を祈念して閉会

★東京都レクリエーション協会表彰式
日時
式典

令和2年2月3日（月）
表彰状授与 功労者 個人
団体

会場 中野サンプラザホール
山北徹（杉並区ＴＢＧ協会、元都協会理事長）
八王子市ＴＢＧ協会

★臨 時 総 会 ・ 中 止 に
日時 令和2年3月28日（土）10時～12時30分
場所
新型コロナウィルス感染症問題のため会場が閉鎖．

武蔵野プレイス4階会議室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東 京 都 Ｔ Ｂ Ｇ ニ ュ ー ス
★第 72 回東京都オープン大会・・・中止
日時

3 月 6 日（金）

場所

都立小金井公園

◆新型コロナウィルス感染症問題のため．
★公認指導者認定講習会・・（変更して実施）
日時

3 月 7 日（土）

場所

練馬総合運動公園

主管

都 TBG 協会

競技委員会

合格者氏名 （所属）
新田

裕和（練

馬） 鈴木

茂（国分寺）

橋元

秀子（練

馬） 佐藤

昌彦（国分寺）

内山

則明（江戸川区） 佐藤

養子（国分寺）

村尾

佳子（杉並区） 松野

和子（国分寺）

中島

太吉（杉並区） 中原

礼子（国分寺）

内田

光治（杉並区） 石阪

久子（国分寺）

古川

徳人（昭

島） 澤口まちこ（国分寺）

☆都協会定期理事会・・・中止
日時

3 月 16 日（月）

主管

都 TBG 協会

◆新型コロナウィルス感染症問題のため

◇新型コロナウィルス感染症問題のため、

会場使用不可.実技指導は後日各加盟団体

一旦 23 日に延期したが、結局中止．

で実施し、学科は別途に実施予定とする．

★第 73 回東京都オープン大会・・・中止
日時 4月7日（火） 場所 練馬運動公園
主管 練馬区 TBG 協会
◆新型コロナウィルス感染症問題のため．

★公認指導者認定講習会

☆都協会定期理事会・・・中止
日時

4 月 20 日（月）

主管

都 TBG 協会

◇新型コロナウィルス感染症問題のため．
★第 20 回東京都交流大会・・・中止
日時 4 月 25 日（土） 予備日 5 月 2 日(土）
場所 江戸川小松川運動公園
主管 江戸川区 TBG 協会
◆新型コロナウィルス感染症問題のため．
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★第 132 回公認指導者競技大会・・中止と決定
日時 5月12日（火） 予備日 5月13日（水）
場所 八王子市 戸吹スポーツ公園
主管 八王子市 TBG 協会

★第 74 回東京都オープン大会・・中止と決定
日時 5月20日（水）
予備日 27日(水）
場所 昭和記念公園 みんなの原っぱコース
主管 立川市、日野市、昭島市 TBG 協会
＊本大会は下記 3 大会の予選会を兼ねます．
①第 18 回全日本 TBG 選手権大会 in 茨城
②第 6 回東日本 TBG 大会 東京都
③第 33 回ねんりんピック大会 岐阜県.
★定期総会
日時 5 月 23 日（土）
場所 武蔵野プレイス
主管 東京都 TBG 協会
★第 133 回公認指導者競技大会・・中止と決定
日時 5月28日（木） 予備日 6月4日（木）
場所 小平萩山グランド
主管 小平 TBG 協会
★第 134 回公認指導者競技大会
日時 6月17日（水） 予備日
場所 都立武蔵国分寺公園
主管 国分寺 TBG 協会

★第 135 回公認指導者競技大会
日時 7月7日（火） 予備日 7月14日（火）
場所 府中市 朝日町少年野球場
主管 府中市 TBG 協会 杉並区 TBG 協会

24日（水）

日時

9 月 5 日（土）

場所

第２武蔵野しろがね公園

主管

都 TBG 協会

競技委員会

★第 32 回都民スポレクふれあい大会
主催：東京都
(一社)東京都ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会
主管：都 TBG 協会
協力：立川市 TBG 協会
町田市 TBG 協会
多摩市 TBG 協会
江戸川区 TBG 協会
府中市 TBG 協会
① 日時：9月16日（水） 予備日:9月23日（水）
場所：昭和記念公園
② 日時：9月18日（金） 予備日:9月25日（金）
場所：町田市木曽山崎グランド
③ 日時:9月19日（土） 予備日：9月26日（土）
場所：江戸川小松川運動公園
④ 日時:10月2日（金） 予備日：10月9日（金）
場所：府中市武蔵野の森公園
★第 136 回公認指導者競技大会
日時：10月3日（土） 予備日: 10月10日（土）
場所：江戸川小松川運動公園
主管：江戸川区 TBG 協会

広報からお知らせ
30 周年記念誌

発刊のご案内

4 月中に印刷を済ませ
ます。しかし、現状
では残念ですが発送
し、お手元にお届け
する予定が立てられ
ません。
しばらくお待ちくだ
さい。

TBG ニュース 93 号

発 行 のご案 内

4 月 20 日に発行、仕上がっていますが、
印刷、発送、皆さまへの配布が出来ません。
配布できる状況までお待ちください。

