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平成１８年４月発行

あいさつ
ASAPE 会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたび、平成１７年１２月に東北文化学園大学で行われました第９回アジア障害者体
育スポーツ学会の総会におきまして、これまで長きにわたり会の設立から運営に携わって
来られました筑波大学の中田先生にかわり、会長に選任されました。
中田前会長に比べ、あまりにも力不足を感じておりますが、ASAPE 日本部会の発展と研
究の発展に微力ながら尽力したいと思います。今後とも皆様のご協力をお願い申し上げま
す。
さて特に近年は、障害者のスポーツにおいても国際化の時代を迎えています。昨年は長
野でスペシャルオリンピックス、２年後には北京でパラリンピックが開催されるなど、ア
ジアで開催される国際大会も増えてきました。
また一方で、草の根の活動の広がりや発展を図ることも重要な課題となってきており、
この分野の研究や実践の交流もますます盛んになることが期待されます。アジアの一員と
して日本部会が担う役割も見据えながら、これまで培ってきた国内の活動を、より発展さ
せるべく力を尽くしていきたいと存じます。
なお会の運営や今後の活動方針などについて、ご意見やご要望をお聞かせ頂きたいと思
います。末尾事務局まで、是非お寄せください。
末筆ながら、皆様のますますのご活躍と、ご健康を祈念致しまして、挨拶とさせていた
だきます。
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○平成１７年度 ASAPE 日本部会総会 議事録
日時 平成 17 年 12 月 11 日
場所 東北文化学園大学合同大会会場 B
参加者 ASAPE 会員 約２５名
１． 日本体育学会にアダプテッドスポーツ科学専門部会が新設されることが決定したことが
報告された。
２． 平成１６年度決算について承認された。平成１７年度予算案について承認された。なお
予算については、引き続き厳しい状況が続いている旨、指摘があった。
３． 平成１８年度運営方針と平成１８年度合同大会については、ASAPE の担当となり、広島
大学（大会担当七木田）で行うことが報告・承認された。また大会担当七木田より挨拶が
あった。
４． 障害者スポーツ科学編集委員会報告 別途
５． 第９回 ASAPE 長崎大会について、多くの会員が発表して欲しい旨報告があった。
６． 会員動向として５年以上の会費未納会員（３４名）については退会扱いとする旨提案さ
れた。これに対して、一定の猶予期間等を設けた上で、退会扱いとすることを確認する
発言があり、通知に関する予算などもかかることを承知した上で進めるべきとの確認が
あった。
７． 新理事として東北文化学園大学の植木、富山大学の岩岡、弘前大学の増田が推薦さ
れたことが報告され、承認された。
８． 日本部会の今後のあり方について議論された。中田会長が退任し、新役員体制（会長）
として北海道教育大学の安井、副会長として日本福祉大学の藤田が推薦されたことが
報告され承認された。また新会長、新副会長から挨拶があった。
９． ASAPE 日本部会と IFAPA、ASAPE、台湾、韓国、インドネシア、香港の各国の APA 組織
との関係ならびに体育学会に新設される部会との関連が生じてくることが予想される旨、
中田会長より説明があった。これに対して、体育学会の新設部会との関連については、
未定であることを確認する意見も出された。なお会長は、総会後交替することが、確認さ
れた。
以上 （本文中敬称略）

○平成１７年度 ASAPE 日本部会 理事会
日時 平成 17 年 12 月 11 日 12:00-12:30
場所 東北文化学園大学第２会議室
出席者 理事 中田（会長）、山崎、七木田、藤田、安井、大会長 植木
１． 日本体育学会にアダプテッドスポーツ科学専門部会が新設されることが決定したことが、報
告された。
２． 平成１６年度決算について適正である旨、監査報告があり承認された。平成１７年度予算案
について承認された。なお予算については、引き続き厳しい状況が続いている旨、指摘があ
った。
３． 平成１８年度運営方針と平成１８年度合同大会については、ASAPE の担当となり、広島大学
（大会担当七木田）で行うことが了承された。
４． 障害者スポーツ科学編集委員会報告 別途
５． 第９回 ASAPE 長崎大会について、抄録締め切りが１月に迫っているため会員への発表呼び
かけ等を進めて欲しい旨報告があった。
６． 会員動向として５年以上の会費未納会員（３４名）については退会扱いとする旨提案があり
了承された。
７． 新理事として東北文化学園大学の植木、富山大学の岩岡、弘前大学の増田が推薦された。
８． 日本部会の今後のあり方が議論された。中田会長が退任し、新役員体制（会長）として北海
道教育大学の安井、副会長として日本福祉大学の藤田が推薦された。
９． その他
以上 （本文中敬称略）

○平成 17 年度 第 1 回「障害者スポーツ科学」編集委員会議事録
日時 平成１７年１２月１０日（土） 午前１１時４０分～午前１２時００分
場所 東北文化学園大学 第２会議室
出席者 伊藤えつ子，植木章三，及川 力，香田泰子，寺田恭子，中田英雄，中村貴志，
七木田 敦，藤田紀昭，安井友康，山崎昌廣（委員長）
報告事項
１． 編集委員長から，第４巻の論文採択状況は 12 月 7 日現在，原著 2 編，実践研究 1 編および
資料 1 編であることが説明された。
審議事項
１． 新編集委員について
（１）編集委員長より，現在のところ新編集委員が別紙１の通りであることが報告され，新たな体制
作りをしたいことが説明され，了承された。
（２）「編集協力委員」の名称は廃止し，「編集委員」とすることとした。
（３）常任編集委員として，植木章三委員，中村貴志委員，七木田 敦委員，藤田紀昭委員および
安井友康委員が承認された。
（４）編集委員長は投稿論文の内容から，各研究領域を担当する常任編集委員に論文を振り分け，
常任編集委員が査読者を決定することとした。
（５）新編集委員として岩岡研典氏（富山大学），増田貴人氏（弘前大学）および Cindy Sit 氏（The
University of Hong Kong）が推薦され，承認された。なお，Cindy 先生については，中田英雄先
生が本人の承諾を得ることとした。
２．「障害者スポーツ科学」 第４巻について
（１）編集委員長により，「障害者スポーツ科学」第４巻の目次を別紙２のようにすることが説明され，
了承された。
（２）「総説」は中田英雄委員が担当することとなった。
（３）「雑報」は岩岡研典委員，植木章三委員および山崎昌廣委員が担当することとなった。
（４）「編集後記」は伊藤えつ子委員が担当することとなった。
３．雑誌掲載の広告について
広告はこれまで通り掲載することとし，編集委員に広告集めを依頼することとした。
４．その他
論文の筆頭著者は ASAPE の会員とすべきであるとの意見がだされたが，審議の結果，これま
で通り共著者のうち少なくとも１名が ASAPE の会員であれば投稿できることとした。

平成１７年度 収支決算報告書
収入内訳
項目
金額
繰越金
588905
年会費
1134000
図書館会員
12000
余剰金
199050
バックナンバー
39000
利子
8
誤振込み（学会共同演者代金）
3000
広告
5000
寄付
1172
総収入
収入内訳（ドル）
寄付（ドル）

1982135

支出内訳
項目
通信費
印刷製本
補助費
消耗品費
消費税
振込手数料
再発行受払通知票
誤振込み（学会共同演者代金）
郵便振替料金
繰越金
総支出

188090
605150
150000
896
11301
1260
500
3000
70
1021868
1982135
（単位円）

500

・２００５年度については、合同大会の余剰金（戻り分）があったのと、会報等の発行がなかったため収入が多少多くなっています
が、基本資金（冊子等の発行などに対する準備金など）については、依然厳しい状況にあります。
・大阪体育大学矢部京之助先生より寄付（ISAFA 受賞金から）をいただきました。ありがとうございました。

＜会費納入のお願いと退会扱いについて＞
皆様におかれましては、日頃より会の運営にご協力頂きありがとうございます。
さて総会議事録にもありますように、これまで会費未納の会員の扱いにつきましては、
特に規定が無く、督促を続けるという形をとって参りました。しかしながら、今後の学会
運営に支障が出るおそれもあることから、５年以上の会費未納者につきましては、退会扱
いとさせていただくことになりました。なお現在５年以上の未納者につきましては、未納
分をできるだけ早く納入いただけますようお願いすると同時に、本通知のあと一定期間の
後に退会扱いと致しますことをご了承いただきたく存じます。
学会の円滑な運営のためも、今後とも会費納入にご協力いただけますよう、よろしくお
願い申し上げます。

＜今後のおもな予定＞
アジア障害者体育スポーツ学会第９回大会
日時 平成１８年８月１～３日
場所 活水女子大学東山手校舎
問い合わせ
第９回 ASAPE 事務局 活水女子大学（柿山研究室）
電話: 095-822-4107（内線 266）FAX: 095-828-3702 , e-mail: asape2006@kwassui.ac.jp
大会ホームページ http//www.kwassui.ac.jp/~asape2006

第１０回アジア障害者体育スポーツ学会日本部会（第８回合同大会）
日時 平成１８年１１月２５～２６日
場所 広島大学教育学部
問い合わせ
広島大学（七木田研究室）
電話 082-424-6884 e-mail nanakida@hiroshima-u.ac.jp
詳細につきましては随時 HP にて公表しますのでご確認下さい。

＜連絡＞
学会ホームページに「会員専用欄」を設けました。
総会議事録の他、理事会、学会誌編集会議の報告などを一足早く掲載しています。
なおアクセスの際には、以下のパスワードを入力してください。
会員専用覧パスワード：asapeasape
おたずね

宮本みどりさん(広島)の連絡先をご存じの方は、事務局までご一報ください。

アジア障害者体育スポーツ学会（ASAPE）日本部会
学会事務局
代表 北海道教育大学 安井友康
住所：068-8642 岩見沢市緑が丘 2-34 北海道教育大学岩見沢校（安井研究室）
電話/FAX 0126-32-0360 e-mail yasui@iwa.hokkyodai.ac.jp
入会・会費等
北里大学東病院 坪内 友美
ホームページ管理等 弘前大学
増田 貴人

学会ホームページ

http://home.hiroshima-u.ac.jp/asape/

