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［１］県連合年度総会のご報告

総務委員会

４月20日(土)に，かながわ県民サポートセンターにお

第３号議案（2002年度活動計画）に関する質疑応答

いて神奈川県連合の2002年度総会を開催いたしました。

問）ＮＰＯ（特定非営利活動法人）申請のための調査

席上，2001年度決算や2002年度予算案，活動案など（同

とは何か？

封した議案書を参照のこと）が審議され，全議案が承認

答）県連合の将来の大きな目標として法人化があるが，

されました。以下に総会概要をお知らせいたします。

その実現手段の一つとしてＮＰＯ法人格取得に
ついて研究を行いたい。なお，すでに日本トライ

総会出席者

アスロン連合（ＪＴＵ）は社団法人化している。

2002年１月末時点会員数：720名（総会定足数72名）
出席者数：161名（出席者14名，有効委任状数147名）

第４号議案（2002年度収支予算）
質疑なく可決承認された。

１．議 事
第１号議案（2001年度活動報告）に関する質疑応答

第５号議案（会則改定）に関する質疑応答

問）今年の日米／日産大会の反省点は何か？

問）年会費の件。一般が年間3000円で，ジュニア（小

答）リレーの部でのハンディーキャッパーの方への伝
達法を改善したい。例えば聾唖の方への対策とし
て，口頭での伝達でなく，掲示物の強化を考えて

中学生）が300円とあるが，高校生についても安
くできないか？
答）ジュニア会員は昨年度までＪＴＵ直轄であり，会

いる。また，ヘルメットを被るタイミングなど，

員数は全国で200人足らずであった。まずは，ジ

リレー競技の流れの中でのルール決めをはっき

ュニアにトライアスロンを普及することがトラ

りさせたい。

イアスロンの普及に貢献すると考えており，小中

日産大会の参加者減少の原因を調べている。

学生を対象とした普及活動を全国規模で行なう

問）聾唖の方に対しては、手話サークルからのボラン
ティアを依頼してはどうか？

というのが今回の趣旨である。対象範囲の拡大は，
検討課題としたい。

答）今後の検討課題としたい。
問）日産大会の参加者減少は，観戦者の観戦エリアが
限定されていることが原因の１つではないか？
答）日産自動車追浜工場での生産ライン／台数増強に
より，工場内での使用可能スペースが年々なくな
り。その結果観戦エリアが限定されている。先方
との再交渉も含め，検討課題としたい。
第２号議案（2001年度決算報告）
質疑なく可決承認された。
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その他全体を通じた質疑応答

問）会員証の発行が遅過ぎるのではないか？

問）今年は，日米大会の後に日産大会が開催される。

また，県連合で発行できないか？

日米参加者には日産大会への参加優遇措置を取

答）県連合では，ほぼ月に１回会員登録者のデータの

るなどして，日産大会へ誘導できないか？

集計を行ないＪＴＵへ送付している。ＪＴＵでも

答）当初は日産／日米大会とも参加者が平行して増加

同じ頻度で全国からのデータを集計し，カードを

していたが，バブル崩壊後，日産大会の参加者増

作成し直送会員へ発送している。

加が頭打ちとなり，ここ数年は減少している。一

県連合での会員証の発行は，今後ＪＴＵとも協

方日米大会は，ウェットスーツ不要，競技自転車

議のうえ，検討課題としたい。

でなくとも参加可能，種目が豊富で気軽に参加で
きる等が主原因で，参加者は減少傾向にない。な

〔その他〕

お，日産大会は神奈川県選手権大会でもあり，多

今年度の役員は，任期が２年であることから前年

少競技色が強い。

度と同様であるが，会長以下15名と，幹事，顧問が

2001年度はリレーの部を新設し，競技用自転

紹介された。

車でなくとも参加可能とするなどして，改善には
努めている。

［２］日産大会・日米親善大会のご案内

日産・日米親善大会実行委員会

第16回スリーエフカップ日米親善大会および日産大
会（神奈川県選手権大会）を下記日程で開催いたしま

◆第 16 回 NISSAN CUP 神奈川県選手権大会

す。大会要項，参加申し込み書を同封いたしますので，

自動車テストコースをバイクで疾走できます。オ

フルってご参加ください。

ープンウォーターを使ったオリンピックと同じ競技
距離の大会であり，日米親善大会の次ステップの大

◆第 16 回スリーエフカップ日米親善大会

会として最適です。今年は都合により開催時期を９

今年もキッズやファミリーの部を設けています。

月としていますが，今年も一般の部，スプリントの

スイムは 50ｍ屋外プールを使用するなど，小中学生

部ともにリレー種目を設けています。

や入門者に最適です。夏休みの一日，家族揃ってト

お仲間と，あるいは今シーズンの総決算の大会と

ライアスロンをお楽しみください。

して，ご参加ください。地元横須賀色を出したイベ

日 時：2002 年８月 18 日(日)

ントも企画中です。

場 所：在日米陸軍第 35 補給大隊相模総合補

日 時：2002 年９月８日(日)

給廠内（ＪＲ横浜線相模原駅すぐ）

場 所：横須賀市浦郷沖水域および日産自動車追

競技内容：

浜工場内

キッズの部 ；Ｓ60ｍ，Ｂ２km，Ｒ１km

競技内容：

ジュニアの部；Ｓ100ｍ，Ｂ５km，Ｒ２km

選手権の部

；Ｓ1.5km，Ｂ40km，Ｒ10km

一般の部

一般の部

；Ｓ1.5km，Ｂ40km，Ｒ10km

；Ｓ400ｍ，Ｂ；20km，Ｒ５km

リレーの部 ；Ｓ400ｍ，Ｂ；20km，Ｒ５km

一般リレーの部；Ｓ1.5km，Ｂ；40km，Ｒ10km

（３名ないし２名１組で種目毎にリレー）

（３名ないし２名１組で種目毎にリレー）

ファミリーの部；Ｓ200ｍ，Ｂ；８km，Ｒ2.5km

スプリントの部；Ｓ750ｍ，Ｂ；16km，Ｒ５km

（３名で種目毎にリレー）

ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾘﾚｰの部 ；Ｓ750ｍ，Ｂ；16km，Ｒ５km

ｽｰﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ；Ｓ250ｍ，Ｂ；５km，Ｒ１km

（３名ないし２名１組で種目毎にリレー）
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［３］ジュニア登録のご案内

県連合事務局

前号会報でご案内したとおり，ジュニア（小・中学

ページ参照）
。

生）会員の登録手続きについては，従来ＪＴＵで一括

同封した登録申請用紙に必要事項を記入のうえ登録

受付を行っていましたが，登録手続きの簡素化および

費（300 円分の切手にて納入可）を添えて神奈川県連合

地域加盟団体による小中学生向けの情報交換等を促進

事務局までお送りください。なお，詳細につきまして

させることを目的として，今年度から全国都道府県の

は，県連合事務局（tel.046‑232‑6841）までお問い合

ＪＴＵ加盟団体（原則として住居所在地または活動先）

わせください。

に変更いたしました（詳細はＪＴＵマガジン２月号 11

［４］
「ジュニア教材キット」配布先中学校推薦のお願い

県連合事務局

アスロン入門用テキスト「トライアスロンにチャレ
ンジしよう−中学生のためのトライアスロンテキス
ト−」
（教師編）
（生徒編）も作成しております。ご
関心のある方や配布を希望される方は，県連合事務
局（tel.046‑232‑6841）までお問い合わせください。

ＪＴＵ普及委員会作成による「トライアスロン指
導者用ビデオ」の配布先中学校を募集しております。
トライアスロンを授業や部活動で活用してみようと
考えている教員・指導者への配布を予定しています。
また，中学生およびその教員を対象として，練習
方法から大会出場までを分かり易く解説したトライ

［５］オープンウォータースイム練習会のご案内
今年も，初心者向けオープンウォータースイム練習会

普及委員会

6.練習内容（初心者を対象にした講義と実技）

を開催いたします。トライアスロンシーズンが始まるこ

(1)オープンウォーターに関する注意事項の説明

の時期に，初心者や海での練習に不安がある選手にとっ

(2)ウェットスーツの着脱，ヘッドアップ，呼吸法，

てはたいへん良い練習機会となると思いますので，是非
ご参加ください。

波への対処方法など
(3)オープンウォータースイム関連の質疑
7.お問い合わせ，当日の緊急連絡先

【練習内容】

県連合事務局：tel. 046‑232‑6841

1.日 時：2002年６月２日(日)９時〜13時

普及委員・鶴見携帯：tel. 090‑8948‑8476

（集合は旅館「一富久（いちふく）
」８時30分）
＊京浜急行「三浦海岸駅」から徒歩５分。できるだ
け電車をご利用してお集まり下さい。車で来る場
合には，三浦海岸沿いの有料駐車場ないし県営無
料駐車場をご利用下さい。
2.場 所：三浦市三浦海岸付近
3.講 師：スポーツアシスト・山崎秀樹氏
4.ウェア：ウェットスーツ，ゴーグル，スイムキャッ
プなどは各自でご持参下さい
5.参加費：２０００円
（入浴代，昼食代，保険料などを含む）
＊参加費用は当日の受付時にいただきます。当日欠
席された方も，後日，送金願います。
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［６］第７回関東選手権大会推薦選手募集のご案内

強化委員会

第７回ＪＴＵ関東トライアスロン選手権大会が下記
のとおり開催されます。

◆第７回ＪＴＵ関東トライアスロン選手権大会

この大会は，関東ブロック７県（茨城県，栃木県，

開 催 地：埼玉県北川辺町渡良瀬遊水池内特設コ

群馬県，埼玉県，千葉県，山梨県，神奈川県）のチャ

ース（下宮橋グランド周辺）

ンピオンを決める大会であると同時に，日本選手権大

開 催 日：２００２年６月９日（日）

会（10 月 27 日 東京港）への関東ブロック推薦枠を争

競技距離：スイム 1.5km，バイク 40km，

う大会です。なお，関東選手権大会は，ワールドカッ

ラン 10km

プや日本選手権大会と同様にドラフティング許可規則

問い合わせ／要項請求先：県連合事務局

で行われます。

（tel.046‑232‑6841）

参加を希望される方は，大会要項を県連合ホームペ
ージ（ＵＲＬは表紙タイトル欄内参照）からダウンロ
ードし印刷するか，県連合事務局までご請求ください。

□事務局からのお知らせ
◆日産車紹介キャンペーンについて
神奈川県選手権大会に協賛いただいている日産自動車(株)では，
「日産車紹介キャンペーン」を実施しています。
新車ご購入の際は日産からの特典もありますので，会員の方やそのご家族，ご友人が日産車の購入検討をされている
ときは，県連合事務局までご連絡願います。
◆2002 年３月〜５月の県連合の動き
３月 21 日 2001 年度第 14 回理事会（かながわ県民サポートセンター）
４月 13 日 2002 年度第１回理事会，日産大会・日米親善大会実行委員会（かながわ県民サポートセンター）
４月 20 日 ２００２年度総会（かながわ県民サポートセンター）
５月 12 日予定 県連合理事会，日産大会・日米親善大会実行委員会（海老名市柏台コミュニティセンター）

（編集後記）情報量の増加，見やすさの向上を目指して会報サイズをＡ４版としてみました。ご意見をお聞かせ
ください。いよいよトライアスロンシーズン幕開けです。今年も日産大会・日米親善大会をレーススケジュール
にお加えください。その前にオープンウォータースイム練習会にもご参加を。(Ｏ)
神奈川県トライアスロン連合協賛店（５０音順）
●あきば接骨院（茅ヶ崎市）
●アヤトトライアスロンスクール（横浜市）
●川崎サイクリングセンターオオノ（川崎市）
●サイクルショップ・ウスイ（川崎市）
●ちばサイクル（相模原市）
●トライアスロンショップＳＵＢ３（海老名市）

０４６７−５８−８１８１
０４５−９０４−１２２７
０４４−２２２−４８９６
０４４−２６６−７４８０
０４２−７４８−２０３８
０４６−２３２−６６７３
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