
 議 事 録 2016/05/14作成 

 1 東京都フラ・タヒチ協会 

議 題  平成 27年度 第二回東京都フラ･タヒチ協会定期総会 

日 時 2016 年 5 月 14 日   作 成 者 東京都フラ･タヒチ協会事務局 福村富佐子 

場 所  東京都フラ・タヒチ協会 事務局 正会員数  10名 

出 席 者 秋山嘉代子、平薫、川口智子、守屋友美、田中靖子、秋山美恵子、福村富佐子 以上 7名 

欠 席 者 
 前柳あさ子、櫻井ナヲ子、大八木宏枝、村松花名 以上 4名（委任状有り） 

 

 

議事目次 １．開会の辞  副理事長 秋山嘉代子 

２．理事長挨拶 理事長  秋山美恵子 

３．本総会議長選出及び今年度当協会事務局人事選出 

４．平成 27年度「第 27回都民スポレクふれあい大会」の都レク提出決算報告 

５．平成 27年度「シニアスポーツ振興事業」の都レク提出決算報告 

６．平成 27年度「ニュースポーツ EXPO in多摩 2016」の都レク提出決算報告 

７．平成 27年度東京都フラ・タヒチ協会決算報告 

８．平成 28年度「第 28回都民スポレクふれあい大会」について 

(ア)デモンストレーション使用曲について 

(イ)無料体験（ワークショップ）使用曲について 

(ウ)有料体験（ワークショップ）について 

９．平成 28年度「シニアスポーツ振興事業」について 

10．平成 28年度「(仮称) ニュースポーツ EXPO in多摩 2017」の企画検討について 

11．今後の展望希望予想 

12．質疑応答 

13．閉会の辞 

議 事 １．開会の辞 

  秋山嘉代子副理事長による開会の挨拶があった。 

２．理事長挨拶 

  秋山美恵子理事長より「東京都及び都レク主催の３つのイベントに参加することが 

出来た事に対し、当協会の趣旨に賛同し尽力してくれた協会員各位への感謝の意」 

  や「東京都フラ・タヒチ協会（以下、当協会とする）から頂いた改善点や指摘事項 

  を踏まえ、更なる発展を目指す」と言った内容の挨拶があった。 

３．本総会議長選出及び今年度当協会事務局人事選出 

理事長が、平薫理事を議長として推薦し、出席者の賛同を得た。以降、議長が議事 

  進行を行った。 

理事長が、今年度の平薫理事と田中靖子理事を広報担当として、守屋友美理事と川 

  口智子理事を総務としてそれぞれ推薦し、出席者の賛同を得た。 

  理事長が、議長と書記を持ち回りで行うことと事務作業は従来通り当協会事務局で 

  行うことを提案し、出席者の賛同を得た。2014(平成 26)年度から 2016(平成 28)年 

  度までの議長及び書記の候補者を以下に記載した。 
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年 度    総会開催年月   議長     書記 

昨年 2014(平成 26)年度  2015年 5月   川口     守屋 

今年 2015(平成 27)年度  2016年 5月   平      守屋・田中 

来年 2016(平成 28)年度  2017年 5月   守屋     田中 

  理事長が、会計責任者を兼任することを提案し、出席者の賛同を得た。 

  理事長が、会計補助として福村を推薦し、出席者の賛同を得た。 

４．平成 27年度「第 27回都民スポレクふれあい大会」の都レク提出決算報告 

  2015(平成 27)年 9月 22日、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館にて開催。 

  事業助成金 100,000円。 

  39,235円の赤字を計上した。主たる原因は、本来徴収すべき 1人 300円の傷害保険 

料を当協会員から徴収しなかった為。予算編成の段階で、一般の参加者から徴収す 

  る参加費でまかなえると試算したが、参加者が非常に少なく補填できなかった。 

  詳細は、別紙参照のこと。 

５．平成 27年度「シニアスポーツ振興事業」の都レク提出決算報告 

  2015(平成 27)年 10月 16日、フレッシュランド西多摩にて開催。 

  事業助成金 79,000円。 

  3,388円の赤字を計上した。初めてシニア世代向けのイベントを開催した為、フラ 

  未経験の高齢者を集めることの難しさを痛感した。宣伝方法も手探り状態の中、 

  多数の当協会員が積極的に宣伝活動を行ってくれたが、結果として大多数がフラ経 

  験者ということになってしまった。フラ未経験の参加者から「踊れる人達の中では 

  萎縮して参加できない・・・。」と言った声があり、本来の趣旨である「健康長寿 

を実践できる人々を増やす活動」としては検討の余地がある。しかしながら、若い 

世代が多数参加してくれたことは、今後の活動の方向性を考えるヒントとしたい。 

  詳細は、別紙参照のこと。 

６．平成 27年度「ニュースポーツ EXPO in多摩 2016」の都レク提出決算報告 

  2016(平成 28)年 3月 12日、国営昭和記念公園ゆめひろばにて開催。 

  事業助成金 50,000円。 

  1,308円の赤字を計上した。昨年度同様、ポイボールを使う体験が好評だった。 

  詳細は、別紙参照のこと。 

７．平成 27年度東京都フラ・タヒチ協会決算報告 

  詳細は、別紙参照のこと。 

８．平成 28年度「第 28回都民スポレクふれあい大会」について 

  2016(平成 28)年 9月 10日開催。事業助成金未確定。 

(ア)デモンストレーション使用曲について 

  必ず 3分以内の曲を選んでください。 

  2016年 7月 31日までに、当協会宛にメール送信、又は郵送してください。 

  (イ)無料体験（ワークショップ）使用曲について 

当協会宛に提出する必要はありません。 

    当日、忘れずに持参してください。 

  当日の音響操作は、各ハラウごとに行ってください。 
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(ウ)有料体験（ワークショップ）について 

  別紙参照のこと。 

９．平成 28年度「シニアスポーツ振興事業」について 

昨年度の実施内容を考慮し、今年度は開催を見送ると言うことで、出席者の賛同を 

得た。(詳細は、上記「５．平成 27年度「シニアスポーツ振興事業」の都レク提出 

  決算報告」を参照のこと。) 

  但し、今後の活動により開催できる体勢が整った場合は、積極的に実施すると言う 

  ことで、出席者の賛同を得た。 

10．平成 28年度「(仮称) ニュースポーツ EXPO in多摩 2017」の企画検討について 

都レクから開催を告知される今年度後半頃まで、企画検討は保留とすることで、出 

席者の賛同を得た。 

  要望として、協会には貸出するポイボールを増やすことと、都レクには、スペース 

  全体をテントで囲って寒さ対策をしてもらうことなどが上がった。 

11．今後の展望希望予想 

 当協会内の親睦について 

  ・当協会内の親睦を深められるようなことをしたい。 

  ・ハラウ同志で、もっと交流を持った方が良いのではないか。 

  ・次のイベントでは、他ハラウの生徒と積極的に話し合った方が良いと思う。それ 

   が当協会の円滑運営につながるのではないか。 

 当協会の運営について 

  ・当協会に資金を残すことよりも力を貸してくれた人に謝金を支払い、当協会の発 

   展を促進したい。 

 デモンストレーションについて 

  ・デモは、踊りを見せる場と言う趣旨は変えない。 

  ・どのイベントでもデモ時間が短い。これ以上ハラウが増えると、各ハラウの時間 

   が減る。 

 体験（ワークショップ）について 

  ・都レクの意向は、高齢者の健康増進、健康長寿の手助けをするという 

   こと。それに賛同して加入しているはずなので、自分達のショーとは違うことを 

   十分認識して欲しい。 

  ・デモの前後に支度の為、肝心の体験が行えない時間があるというのは、やはり 

   問題だと思う。 

  ・例えは、デモの直前に全員で着替えるのではなく、各ハラウが体験（ワークショ 

   ップ）の担当外の時間帯に着替えるなど、再考してもらいたい。 

 イベント運営上の注意点・希望などについて 

  ・音響係など各ハラウごとに１～２人づつ手伝いを出してください。 

  ・機材運搬などは、秋山グループが率先して行う。 

 都民スポレクふれあい大会について 

  ・今年度の会場は、都レクが借りてくれた場所を利用出来るが、来年度は、都レク 

   の力を借りずに当協会で会場を手配しなければならない。 
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  ・八王子市近郊や多摩地区で会場探しの協力をお願いしたい。予約時期 

   が年に 1～2回の場所もあるらしいので、そういった情報が欲しい。 

 未経験者向けのフラレッスンについて 

  ・理事長発案のフラの動作を組み合わせたトレーニング的なものを歌無しの曲で作 

   ってみては？ 

  ・レッスンの際に花飾りを貸してあげるのはどうか。シニア世代も喜ぶのでは？も 

   しくは、レッスン代に花飾り代を含めるか。 

 イベント時の当協会内の連絡 

  ・ハラウ単位でイベント参加者にレイを貸したりようだが、当協会全員が統一した 

   考えでやっていきたいので、各ハラウ内だけで決めずに他のハラウや協会事務担 

   当者に事前に必ず報告及び相談してほしい。とても良いことだと思うが、他ハラ 

   ウが知らされていなかった為、今年 3月の EXPOで参加者に差し上げたレイを回 

   収してしまった。この件で苦情はなかったが、参加者が気分を害されたのではな 

   いかと気になっている。 

 当協会員の新制度について 

  ・デモの時間が少なくなるという理由で、正会員や準会員を増やすのをためらうの 

   であれば、ハラウを増やすのではなく、一般の会員を増やすべきでは？ 

  ・新たに「一般会員」という会員種別の設置する。 

   入会資格（案）は、 

    ○入会申込書に、住所、氏名、年齢、メールアドレスなど必要事項を全て記入 

     すること。 

    ○インターネットかメールを使える（見られる）こと。 

     （葉書やパンフレットなど紙での広告宣伝は行わない為） 

   特典（案）は、 

    ○入会金・年会費は無料 

    ○イベントやレッスンの事前告知を受けられる。 

    ○デモンストレーションには参加できない 

    ○有料イベントや有料レッスンに会員価格で参加できる。 

 ポイントカード制導入について 

  ・新たに「ポイントカード」制を導入してはどうか。 

   ポイント付加（案）は、 

    ○準会員と一般会員の特典とする。 

    ○1枚のカードで 20ポイント分押せる。 

    ○10ポイント貯まったら粗品を進呈。 

    ○1つの無料イベントに参加したら、1ポイント。 

    ○1つの有料イベントに参加したら、10ポイント。 

   ポイントカード制の利点 

    ○イベント参加回数が一目瞭然になり、当協会への貢献度が分かりやすく 

     なる。 

  ・ポイントカード制導入に伴い、過去の参加履歴の提出を依頼する。 
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議 事 当協会参加イベント一覧(予定も含む) 

    略称    開催時期      参加費 

EXPO    2015(平成 27)年 3月 無料 

スポレク  2015(平成 27)年 9月 無料 

シニア   2015(平成 27)年 9月 無料 

EXPO    2016(平成 28)年 3月 無料 

八王子祭り 2016(平成 28)年８月 無料 

スポレク  2016(平成 28)年９月 有料 

 委任状について 

  ・後から委任状もらうこと（宏枝さん、花名さん） 

 理事のイベント不参加時の対応について 

  ・理事は、イベントに不参加の場合、不参加金として以下の金額を徴収する。 

   ○生徒有り 3,000円  ○生徒無し 2,000円 

 会員募集について 

  ・自分が担当してる外部のカルチャーセンターでは、ケイキクラスは年齢制限があ 

   るので、協会員の中には卒業してしまった生徒がいたり、当協会には入会してい 

   ない子が居るので、イベントの誘いは難しいところがある。 

  ・当協会への入会は任意。ただ入会のお誘いは行っていきたい。  

 八王子祭りへの参加について 

  ・太陽踊りをきちんと踊れること。 

  ・参加者は浴衣着用のこと。 

  ・子供の付き添いもゆかた着用の可能性あり 

  ・詳細は別途通知する。 

 当協会のホームページについて 

  ・協会のホームページはありますが、楽しく見てもらえるような情報を発信してい 

   きたいので、情報提供をお願いしたい。 

  ・理事は順番は決めて投稿して貰うことにしましたが、フラやタヒチアンなど当協 

   会に関連がある、又はあると思うことなど何でもメールしてください。又、文中 

   にハワイ語などを使用する場合は、簡単な翻訳やの説明も含めてください。よろ 

   しくお願いします。 

   メールアドレス: hulatahiti20130901@gmail.com 

 事業計画案について 

  ・事業計画案は都レクに提出した。（詳細は別紙参照のこと） 

12．質疑応答 

 都民スポレクふれあい大会の傷害保険について 

無料体験と有料体験の両方に参加する場合 

・無料体験とは、一般参加者が手軽に色々なスポーツを体験する為に設けられたも 

のである。 

・一般参加者が無料体験に参加する場合、住所や氏名などを所定の用紙に記入する 

 ことを条件に、都レクが傷害保険料を負担してくれる。 
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 ・一般参加者も有料体験に参加する場合は、傷害保険料を自己負担する。 

・一般参加者が無料体験と有料体験の両方に参加する場合、傷害保険料を２回支払 

う形になるのか。 

 ・一般参加者が両方に参加する場合は、無料体験の受講人数にカウントをせずに傷 

害保険料は自己負担分だけにした方が良いか。 

  ・当協会員の場合、無料体験参加時も都レクが傷害保険料の負担はしない。但し、 

一日に１口の障害保険料に加入すれば良いものとする。 

  上記の内容に関しては、都レクに確認するものとする。 

13．閉会の辞 

  秋山嘉代子副理事長による閉会の挨拶があった。 

以  上 

平成 28年 5月 14日 

              議事録に相違ないことを認める。 

                議  長 専務理事 平  薫 

                署名委員 理事   川口智子 

                署名委員 副理事長 秋山嘉代子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


