
　　　　　　　（亀岡市卓球協会）

役  職 氏名 所属
名 誉 会 長 遠山　泰之 亀高OB
会 長 山岡　良右 卓球つつじ
副 会 長 倉橋　欣男 スマッシュ大井亀岡
理 事 長 関口　貴之 亀陵クラブ
副 理 事 長 品川　暢男 希卓部
事 務 局 長 段本　圭一 西台クラブ
副 事 務 局 長 山口　重次 薭田野クラブ
会 計 植田　妙子 亀岡卓研
副 会 計 村上　ちゑ子 亀岡リバティー
理 事 吉見　保男 ほのぼのクラブ
理 事 岡本　浩 富本クラブ
理 事 下田　修寛 亀陵クラブ
理 事 小杉山登代美 西台クラブ
理 事 今西　一美 サタデー
理 事 松本　幸枝 亀岡リバティー

2021年度事業計画 理 事 永田　尚生 オール亀岡
理 事 橋本　淳子 マロン

会場 理 事 吉川　文子 園部卓友会
運動公園体育館（小） 相 談 役 堀田　稔 亀岡卓研
運動公園体育館（大） 会 計 監 査 中川美也子 スマッシュ大井亀岡
運動公園体育館（相談室） 会 計 監 査 美馬　正信 薭田野クラブ
さくら体育館
運動公園体育館（大）
さくら体育館
島津アリーナ第2競技場 亀岡市スポーツ協会・京都卓球協会派遣役員
運動公園体育館（大）
運動公園体育館（大） 山岡　良右 卓球つつじ
あやべ･日東精工アリーナ 品川　暢男 希卓部
運動公園体育館（小）
運動公園体育館（小）
運動公園体育館（大）

〇中高生、協会員を対象にしたプロコーチによる研修会 ○協会加入要件の緩和、協会加盟クラブで活動されていればどなたでも登録可能
〇初心者が参加できるクラス（男女一緒のエンジョイの部）を新設 ○亀岡市卓球協会ホームページを変更し、内容も拡充　(掲載内容のご要望もお聞かせください)
〇中学生以下の部には小学生（保護者同伴で）の参加も可能 https://kametaku.work/ 「亀岡市卓球協会」←検索

2020年度決算報告、2021年度予算計画 2021年度各クラブ部長名簿（4月1日現在）
収入 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(A)

項目 2020年度予算額 2020年度決算額 増減 2021年度予算額 増　減 クラブ名 部長 部員数
スポーツ協会補助金 100,000 58,200 -41,800 100,000 0 1 西台クラブ 浅田　佳裕 22
大会参加費 1,328,000 195,700 -1,132,300 1,360,000 32,000 2 亀陵クラブ 関口　貴之 17
弁当申込金 16,900 3,900 -13,000 16,900 0 3 亀岡リバティー 永井　保子 17
協会登録料 93,000 96,500 3,500 90,500 -2,500 4 SEIWA CLUB 中島　清和 15
謝礼金 20,000 0 -20,000 20,000 0 5 マロン 畑中　政勝 14
雑収入 500 150 -350 500 0 6 サタデー 松本　皓義 13
前年度繰越金 162,955 162,955 0 51,825 -111,130 7 ほのぼの 清水　勇蔵 13

1,721,355 517,405 -1,203,950 1,639,725 -81,630 8 亀岡卓研 堀田　稔 11
支出 (A) (B) (B)-(A) (C) (C)－(A) 9 卓球つつじ 伊藤　匡 11
項目 2020年度予算額 2020年度決算額 増減 2021年度予算額 増　減 10 園部卓友会 長谷川　清博 11

スポーツ協会分担金 11,000 11,000 0 11,000 0 11 富本クラブ 中川　淳男 10
事業運営費 1,235,000 219,412 -1,015,588 1,235,000 0 12 スマッシュ大井亀岡 田井　直之 8
参加者弁当代 16,900 3,900 -13,000 16,900 0 13 希卓部 品川　暢男 5
事務費 90,000 79,125 -10,875 90,000 0 14 オール亀岡 平野　利子 4
会議費 30,000 19,074 -10,926 30,000 0 15 薭田野クラブ 美馬　正信 4
交際費 5,000 0 -5,000 5,000 0 16 H･MTTC 段安　義彦 4
報償費 80,000 30,000 -50,000 80,000 0 17 個人 - 1

慶弔費 5,000 0 -5,000 5,000 0 180
雑費 15,000 3,069 -11,931 15,000 0
協会登録料 5,000 0 -5,000 5,000 0
積立金 100,000 100,000 0 100,000 0
予備費 128,455 0 -128,455 46,825 -81,630
繰越金 0 51,825 51,825 0 0 協会ホームページQRコード⇒　　

1,721,355 517,405 -1,203,950 1,639,725 -81,630

※裏面に現行の亀岡市卓球協会規約と会員規定を掲載しました。ご一読ください。

2021･2022年度・役員

　　会長　山岡　良右

2021年4月29日(木･祝)
2021年6月6日(日) 第41回市民卓球大会

卓球協会親睦春季卓球大会
大  会  名開　催　日

2021年6月13日(日) 部長会

2021年11月7日(日) 第2回亀岡オープン年代別卓球大会

2021年9月19日(日)

2021年10月10日(日) 第35回亀岡オープン卓球大会(団体の部)

2021年7月11日(日) 第2回理事長杯卓球大会(府民総体予選会)
2021年8月8日(日) 第42回平和祭卓球大会

2021年9月20日(月･祝) 2021年度マスターズ大会

計

計

第21回会長杯卓球大会

2022年1月16日(日) 第40回口丹波卓球大会
2022年2月6日(日) 亀岡卓球協会研修会
2022年3月6日(日) 第34回亀岡オープン卓球大会(個人の部)

計

亀 岡 市 ス ポ 協 評 議 委 員
京 都 卓 球 協 会 理 事2021年11月21日(日) 2021年度京都府民総合体育大会卓球の部

退任のご挨拶

スマッシュをご覧の亀岡市卓球協会会員の皆様、長い間大変お世話になりました。

亀岡の地に来てから早や42年、この間、協会理事に立候補してから31年目を迎え、令和2年協会40周年記

念式典をご来賓・会員の皆様をお迎えし、またコロナ禍の前に事無く担当理事のご協力の中、成功に終え

ることが出来ました。理事歴としましては、理事11年、理事長10年、会長10年の大任を全うさせて頂きました。

この期間中には、協会運営について多くのご意見と献身的なご指導を受け、協会

成長に合わせ、会員の卓球競技・参加する充実感にご支援することが出来たと

思っています。

これら長年の協会事業には、計画・実行について、理事の皆様方・会員の皆様

方のご協力が無ければ達成出来なかったと思います。

これから未来も益々亀岡市卓球協会は、新規格・新システムを取り入れ、山岡

新会長のもと、盤石な基礎に積み重ねられる成長を期待し、言葉足らずですが

退任のご挨拶と致します。

亀岡市卓球協会
会 長 山岡 良右
発 行 人 関口 貴之
編 集 人 段本 圭一

会長就任のご挨拶

この度、亀岡市卓球協会会長に選出されました卓球つつじクラブ出身の山岡良右です。歴代会長ならびに、

堀田前会長が築かれた卓球協会の足跡をしっかりと受け継ぎ、幹事・理事の皆様と力を合わせて、今期の

各種事業成功と協会発展のため微力ながら頑張ります。会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。

昨年度は、10回の大会・事業を計画しましたが、コロナウイルス感染症の影響を受けて大半を中止せざる

を得なくなり、第1回理事長杯大会と亀岡オープン大会（個人の部）のみの開催にとどまりました。亀岡オー

プン大会におきましては引率者と全選手・スタッフの当日体温を計り、様々な感染防止対策を講じて無事終

了することができました。

今期においても例年通りの大会・事業を計画しましたが、すべて予定通り開催できるかどうか現時点では

予測できません。しかし、コロナ禍の中にあってもスポーツを楽しむことは人生を豊かにするうえで欠かすこ

とができないものです。

会員の皆様が、健康に留意され各種大会に積極的に参加されますことを心から願っています。

2021年4月 亀岡市卓球協会 会長 山岡 良右（りょうすけ）

前会長 堀田 稔



7月12日 第１回理事長杯卓球大会（府民総体予選会） （男女・年代別シングルス戦）

優勝 ２位 ３位 優勝 ２位 ３位

種目 男子60歳未満の部 種目 女子60歳未満の部

亀陵ｸﾗﾌﾞ 山下克人 亀陵ｸﾗﾌﾞ 下田修寛 卓球つつじ 伊藤匡 亀陵ｸﾗﾌﾞ 小栗栖恵子 亀陵ｸﾗﾌﾞ 関口かれん 亀陵ｸﾗﾌﾞ 桂美沙紀

SEIWA CLUB 立石美勇 亀岡卓研 石田桃子

種目 男子60歳以上の部 種目 女子60歳以上の部

希卓部 藤川佐吉 亀岡卓研 中島清和 トータス 山本要 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 岩嶋裕子 亀岡卓研 植田妙子 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 飯田久美子

トータス 西垣嘉博 亀岡ﾘﾊﾞﾃｨｰ 村上ちゑ子

3月14日 第３３回亀岡オープン卓球大会（個人の部） （男女・ランク別シングルス戦）

優勝 ２位 ３位 優勝 ２位 ３位

種目 男子Ａ級 種目 女子Ａ級

壱球倶楽部 中川利幸 NEX’TAGE 大槻拓翔 亀陵ｸﾗﾌﾞ 山下克人 NEX’TAGE 小野すず穂 うさちゃんず 下間操 うさちゃんず 広原由未

NEX’TAGE 中村陽希 NEX’TAGE 荒田那々音

種目 男子B級 種目 女子B級

あゆみ会 中島吉浩 西台クラブ 林裕輝 壱球倶楽部 中川利春 NEX’TAGE 飯田莉々花 壱球倶楽部 渡邉優美 田阪TTC 今西美月

朱桜クラブ 冨田満 今西ファミリー 久保多恵子

種目 男子C級 種目 女子C級

今西ファミリー 野本能司 勧修クラブ 梶原達也 西台クラブ 中尾浩朗 今西ファミリー 野本かほ 今西ファミリー 青木優香里 田阪TTC 井上葉月

壱球倶楽部 大浦一真 ピンフレンズ 山内智子

種目 男子D級 種目 女子D級

NEX’TAGE 荒田凱音 田阪TTC 塩田航基 union smashクラブ 川崎正秀 壱球倶楽部 細川陽菜 壱球倶楽部 中川洋子 今西ファミリー 市原礼子

山城クラブ 篠原篤

2020年度の事業は、コロナウイルス感染症のため、下記2大会のみの開催となりました。

(左下からの続き)
【幹事会】

第１１条

幹事会は、本会の運営について協議する。

【理事会】

第１２条

（第１２条の１）

（１） 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議・決定する。

（２） 事業運営全般について企画・執行する事項。

（３） 表彰・懲戒に関する事項。

（４） その他事業運営に関する事項で、理事長が必要と認めた事項。

（第１２条の２）理事会の議事は、理事の過半数の出席で成立し、賛否は、出席理事の過半数を

もって決定し、賛否同数の時は議長が決定する。（委任状含む）

【評議委員会】

第１３条

（第１３条の１）評議委員会は、次の各号に掲げる事項を審議・決定する。

（１） 第8 条 第（１）項および第（３）に定める役員の選任・承認に関する事項

（２） 事業計画および決算・予算に関する事項

（３） 規約の改正に関するする事項

（４） その他、理事会よりの議案事項

（第１３条の２）評議委員会の議事は、評議委員の過半数の出席で成立し、賛否は、出席評議委

員の過半数をもって決定し、賛否同数の時は議長が決定する。

ただし、委任状を提出した者は、出席とみなす。

【会計】

第１４条

（１）会の会計は、協会加盟費･大会参加費・その他の収入を持ってこれにあたる。

（２）会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、3 月31 日に終わる。

【慶弔】

第１５条 慶弔に関しては、下記の慶弔規定を定める。

（１）理事が死亡したときは弔慰を表し、金１００００円の弔慰金と供花を供える。

（２）理事経験者が死亡したときは弔慰を表し、金５０００円の弔慰金を供える。

亀岡市卓球協会規約
【名称及び事務所】

第１条 本会は亀岡市卓球協会（以下本会という）と称し事務所は、原則として事務局長宅に置く。

【目的】

第２条 本会は、卓球の普及発展と会員相互の親睦を図る事を目的とする。

【事業】

第３条 本会は、第2 条の目的を達成する為に卓球競技会、卓球の普及・発展に関する事業、そ

の他必要とする事業を行なう。

【組織】

第４条 本会は、亀岡市卓球協会加盟者にて組織する。

【加盟】

第５条 本会の加盟・脱会に関する事項については別途規定に定める。

【役員】

第６条 本会に次の役員を置く。

（１）会長 １名

（２）副会長 １名

（３）理事長 １名

（４）副理事長 １名

（５）理事 ２０名以内

（６）事務局長 １名 副事務局長 １名

（７）会計 １名 副会計 １名

（８）会計監査 ２名

（９）評議委員（加盟団体９人までは１名、１０人以上は２名を原則とする。）

【役員の任務】

第７条

（１） 会長は本会を統括する。

（２） 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

（３） 理事長は理事会の会務を執行する。

（４） 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。

（５） 理事は理事会を構成し、本会の会務を審議・決定し、執行する。

（６） 事務局長は事務全般を掌握・執行する。

（７） 評議委員は評議委員会を構成する。

（８） 会計は本会の会計をつかさどる。

（９） 会計監査は本会の会計を監査する。

【役員の選出】

第８条

（１） 会長及び副会長は、年度末理事会で推挙し、評議委員会で同意を得る。

（２） 理事長・副理事長・事務局長及び会計は、新理事を含めて、年度末理事会の互選で推挙し、

推挙者の承諾を得て評議委員会の同意で決定する。

（３） 理事は、年度末理事会までに会員の中（クラブ内）から推挙し、評議委員会で発表

する。

理事の選出方法は、下記の亀岡市卓球協会理事選出に関する必要な事項を定める。

＊ 理事の選出について

① 理事の定数は20名以内とし、任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

② クラブからの理事選出基礎人数は、（前年度4月1日現在の会員数＋前々年度4月1日現在の

会員数）÷２（端数切捨て）とする。

基礎人数６～14人は1名、１５～２０人は2名の理事を選出するものとする。

③ 理事資格は、下記条件のいずれかを有するものとする。

イ、会員登録が継続して3年以上であるもの。

ロ、評議委員を1年以上経験したもの。

ハ、クラブ部長または、副部長を2年以上経験しているもの。

ニ、上記イロハに該当しない場合は、理事会の承認を得るものとする。

＊就任、立候補届の提出について

クラブからの選出基礎人数に該当する理事は「就任届」を、理事になろうとする会員は「立候補

届」を所定の用紙に記入し提出するものとする。但し立候補者が理事定数を超えた場合は評議

委員会で選挙により選出するものとする。

（４） 会計監査は、現理事の退任者より選出する。

（５） 評議委員は、加盟団体で選出する。ただし、評議委員は他の役員を兼ねられない。

（６） 本会に名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。

名誉会長、顧問及び、相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

【役員の任期】

第９条

（第９条の１）

（１） 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。

（２） 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の任期とする。

（３） 役員はその任期満了においても、後任者が就任するまでは、なお任務を行なう。

（第９条の２）

役員は本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のあった場

合は、その任期中であっても理事会の議決（現在理事数の３分の２以上の議決）により、

解任する事ができる。

【会議】

第１０条

会議は、幹事会、理事会、評議委員会とする。

（１） 幹事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・会計をもって構成し、会長が召集す

る。

（２） 理事会は、幹事会の構成員及び理事をもって構成し、理事長が召集する。議長は理事長が

行なう。

（３） 評議委員会は、幹事会の構成員及び評議委員をもって構成し、会長が召集する。

亀岡市卓球協会会員規定
この規定は、亀岡市卓球協会会員の加入・退会に関する必要な事項を定める。

【第2条】 会員の区分と本会との関係は、次の通りとする。

（１） 団体（クラブ）会員…亀岡市および口丹波2市1町 の在住・在勤者で構成する団体（クラブ）

は、会員登録をまとめて行うことができる。また、口丹波2市1町の在住・在勤者以外であっても、

団体（クラブ）員として活動実績があり、協会の規約・会員規定を認める一般社会人は、会員登録

ができる。

（２） 個人会員…亀岡市および口丹波2市1町の在住・在勤者で協会の規約・会員規定を認める一

般社会人は、個人会員として会員登録ができる。

（３） 会員が4名以上集まれば、団体（クラブ）として登録できる。登録クラブは、評議員と理事（会

員が６名以上の場合）を選出し協会運営に参画することができる。協会からの各種通知は書面で

クラブ部長宛てに送付される。

（４） 会員が4名未満の場合は、個人会員としての登録になる。個人会員への情報提供は、協会

ホームページの閲覧を基本とする。個人会員は、既存クラブへの加入、または4名以上でクラブ

結成を目指すこと。個人会員、1年限りの規定は廃止する。

（５） 高校生以下の者については、卓球部（クラブ）単位の加入を条件とする。

【第3条】 入会手続きは、次の通りとする。

（第3条の1）

（１） 入会希望者は、所定の入会申込書を提出するものとする。

（２） 理事会は、入会申込書を審査の上、理事長が入会を承認する。

ただし、次の各号の一つに該当する行為があった場合は、加入を認めない。

（第3 条の2）

（１） 協会の規約又は決議に違反し従わなかった場合。

（２） 協会の統制・秩序を乱した行為があった場合。

（３） 協会の運営･事業の発展を妨げる行為があった場合。

（４） その他、会員として資格に背理する行為を行なった場合。

【第4条】 会員の年会費は、次の通りとする。なお入会金は不要とする。

（第4条の１）

会員は毎年4 月までに当年度会費(4月から翌年の3月まで)を納入する。

年度途中の入会であっても、入会の申し込みと同時に当年度会費を納入する。

（１） 団体（クラブ）会員、・個人会員ともに500 円とする。

（第4条の２）

会員が年度途中で退会した場合は、既納の会費は返還しない。

【第5条】 会員は本会から、次の特典を受けられる。

（１） 本会の主催する卓球大会及び行事などを優先的に案内する。

（２） 各種大会参加費は一般参加費より廉価を基本とする。

【第6条】 退会手続きは、次の通りとする。

会員が退会する場合は、あらかじめ本会の理事長宛に退会届けを提出する。


