
まだ予断は許されませんが新型コロナウイルス終息の兆しが見え始めた今日
この頃ですが、皆様におかれましてはつつがなくお過ごしのことと思います。
本会も３月22日に開催されることになっていた2019年度総会を中止にし、
第６回理事会に振り替えて2019年度を閉じ、引き続き令和２年度第１回理
事会を開催し、新年度がスタートしたわけですが、新型コロナウイルス感

染防止の観点から公共施設の使用が制限され、現在５月末までに予定されていました本年度
の20大会、４会議が中止になりました。６月以降も本県で開催されることになっていた日本
バドミントン協会第１種大会である第13回全国社会人クラブ大会（個人戦）、第50回全国中学
生大会、第39回全日本ジュニア大会の３大会の中止が決定していることに加え、本会主催大
会も８大会の中止が決まっております。
グローバル的に不要不急の外出、３密の自粛が叫ばれている現在こそ、何不自由なくバド

ミントン活動が続けてこられた今までに感謝すると同時に、この災いの終息後にはバドミン
トンができる喜び、観戦できる喜びを大切にしていかねばならないと思います。
本会も状況にもよりますが７月に入りましたら本格的な協会運営を始動させ、コロナ対策

に万全を尽くし、一日も早い新しい愛知のバドミントンを再開したいと願っております。
皆様におかれましても一層のお身体ご自愛をされ、バドミントン活動の再開に備えていた

だきますよう祈念いたします。

〒452-0008　清須市西枇杷島町地領1-9-9
広報委員長　　岩田　崇
TEL（052）501-2602

愛知県バドミントン協会のホームページアドレス
　http://www.badminton-aichi.com/
Eメールアドレス
　info@badminton-aichi.com

連絡　投稿

編集後記
5月25日、新型コロナウイルス感染症の緊急事
態終了が宣言されました。段階的に社会経済の活
動レベルが上がってきています。皆さんはいかが
でしょうか。バドミントン活動においても手探り
で始まったばかり。ウィズコロナ（コロナと共存）
を考えながらのスタートです。体調管理や体育館
などの練習環境を整え少しずつ体を動かしていき
ましょう。7ページに「バドミントン活動時の
チェックリスト」を掲載しました。ご参考までに。

広報委員　鈴木勝男

理事長通信 愛知県バドミントン協会
理事長　山田　順一郎

「病気やけがに対する処置について」
水野　慶介

審 判 連 載

県協会年次総会の中止
令和２年３月22日（日）に愛知県スポーツ会館で開催を予定していました2019

年度愛知県バドミントン協会年次総会は新型コロナウイルスの感染予防・拡大
防止のため中止としました。
このため2019年度活動報告、令和２年度事業計画等については、第６回理事

会（消毒剤での手指消毒、十分な換気、座席間の距離を取るなどの感染防止対策
を実施）において十分な精査・審議の上決定し、総会資料に掲載、評議員のみなさまへ送付いたしました。
内容に関して直接ご意見・ご質問いただくことができませんので、総会中止のご案内の際にメール・

電話による問い合わせ窓口のご案内をしておりましたが、今のところお問い合わせはありませんでした。
また、総会とあわせて開催されます県協会表彰、賛助会表彰についても、表彰式を中止としましたので、

総会資料にあります表彰対象者に個別に表彰状等をお届けいたしました。
その後の新型コロナウイルスによる政府の緊急事態宣言発出により、総会資料作成時点での令和２年

度事業計画も大幅な変更を余儀なくされています。変更・中止となりました大会等については、県協会
公式ウェブサイトで随時お知らせいたします。

総務委員長　高桑敏郎

新型コロナウイルスが広がり練習もままな
らない方も多いと思います。練習ができない
分、ルールへの習熟を深め、収束後の大会へ
の一助として、この連載を活用頂けたら幸い
です。さて、自らが主審をしていてプレーヤー
が怪我をしてしまった場合、どのように対処
したらよいでしょうか？公認審判員規定第５
項に「怪我や病気には慎重かつ適切に処置し、
必要ならばレフェリーを呼ぶ」とあります。レ
フェリーが医療役員等を呼ぶかどうか判断し
ます。その際、不当な遅延を引き起こす医療
処置は認められませんが「出血がある際には、
それが止まるまで、ゲームの再開を遅らせる
ことができる」とあります。また、その際の経
過時間を記録に残す必要があります。練習不
足は、怪我を誘発するリスクがあります。そ
のような状況で困らないよう、日頃からシミュ
レーションしてみてはいかがでしょう？

現在、県協会の公式サイトは大会情報や大会結
果などの掲載や画面レイアウトの見直しなど
Webシステムに関する作業全てを一人の広報委
員が行っています。そこで会員の皆様から「お手
伝いしてもいいよ」と言っていただける人を探し
ています。「公式サイトの管理・運営ってどんな仕
事？」「Webシステムを勉強したい人」や「興味が
ある。面白そう…」って思った、あなた！是非、
お手伝いいただけませんか？「あの人が適任！」と
推薦いただくのも大歓迎です。

求ム！求ム！ 公式サイトの
管理・運営ボランティア

●公式サイトの管理・運営のお手伝い
HTML言語※を使って公式サイトの記事の掲載、
加筆・修正・削除等の作業です。
※Hyper Text Markup Language：Webを作成する
際に使用するIT言語
以下の二つの要件を満たす方なら、どなたでも
①愛知県バドミントン協会の登録会員であること。
大学生あるいは社会人の方で出来るだけ長期間
（最低でも1年超）ご協力いただける方
②HTML言語を扱える方、もしくは今後学習して
いく意欲のある方で、Excel、Wordを日常的に
使用している方

１～ 2名

●下記電話番号か、公式サイトのお問合わせ画面
から広報委員会宛にメールをお願いします。
●所属、氏名、連絡先（電話番号又はメールアド
レス）をご連絡ください。

※その後、広報委員会から直接コンタクトさせて頂きます。
サポート内容や体制等についてご説明し、合意に至れば、
お手伝いお願いします。連絡お待ちしています！
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豊田通商　今年度S/JリーグⅡ　初参戦

昨年度チャレンジリーグ2019において、豊田通商チームは男・女そろって優勝し、S/JリーグⅡへ昇
格することになりました。北村監督に喜びや抱負を語ってもらいました。

新型ウィルス感染によりお亡くなりになられた方々に心よりお悔み申し上げます。
愛知県実連チームとして、目指す舞台への挑戦権を得ること
ができ、これまでお世話になった協会関係者や県リーグ所属
チームの皆様に心より御礼申し上げます。
今年度はジュニアからシニアまでバドミントン競技者にとっ
て非常に辛いシーズンスタートとなり、これまで「あたりまえ」
であったことが「できない不自由さ」を多くの方が感じていま
す。当チームも今まで経験のない長い自宅自主トレ期間を過ご
しています。それぞれのモチベーションや取り組みは異なりますが、結構楽しんでもいるようです。近
いうちにパワーアップした選手たちの姿をお見せできると思います。そしてこのトンネルを抜けたとき
に、誰もが感じる「新鮮な気持ち」でプレーできることを楽しみにしています。
11月のS/JリーグⅡへの初参戦を心待ちにしていますが、愛知県のチーム
として皆様に応援して頂けるような試合をすることを部員全員で目指しま
す。これからも豊田通商バドミントンチームを宜しくお願いいたします。

豊田通商　監督　北村裕幸

ア．オール愛知の精神のもと、国民体育大会での複数種別での入賞と第１種大会でのメダルの
獲得を目指す

イ．ジュニア特別強化指定選手に対するさらなる強化策を推進し、本県からのジュニアナショナ
ルチーム入りの増強を目指すとともに次世代のジュニア強化指定選手の発掘と強化を図る

ウ．ジュニア指導者の養成、拡大を図るとともに中学生の選手強化体制づくりを図る
エ．会員登録の拡大、とくに中小学校体育連盟と連携し、中学生の登録者数の拡大を図る
オ．加盟市町村連盟会議の充実と加盟拡大を図る
カ．国民体育大会第41回東海ブロック大会を円滑に開催する（※中止）
キ．第39回全日本ジュニアバドミントン選手権大会を円滑に開催する（※中止）
ク．バドミントンＳ／Ｊリーグ2020刈谷大会を円滑に開催する（※中止）
ケ．第13回全国社会人クラブバドミントン選手権大会（個人戦）の円滑な開催を推進する（※中止）
コ．第50回全国中学校バドミントン大会の円滑な開催を推進する（※中止）
サ．第71回全日本学生バドミントン選手権大会の円滑な開催を推進する

令和２年度愛知県バドミントン事業計画

山田順一郎 理事長
旭日双光章受章

祝祝祝祝

令和２年春の叙勲において、山田順一郎理事長が旭日双光章を受章
されました。この受章はスポーツ振興とりわけバドミントン競技にお
ける数々の功績と、特に国内外の審判員育成等に寄与された功績によ
るものです。本協会にとりましても、平成26年に上原信彦前理事長が
旭日双光章、平成30年に末岡熙章会長が旭日中綬章を受章されたのに
続き、大変名誉なことであり、会員共々喜んでいる次第です。誠におめでとうございます。
山田理事長は、昭和54年４月本協会常務理事に就任。昭和56年度より広報委員長として広報

誌「バドミントン愛知」を発刊し、その後、審判委員長、副理事長を経て、現在は理事長として、
強力なリーダーシップを発揮されています。　　　　　　　　　　
その間、（公財）日本バドミントン協会理事として、国際審判員、国際レフェリー、IBF（現

BWF）理事として活躍され、シドニーオリンピックでは日本人初の審判員（主審）を務めました。
また2020東京オリンピック誘致にもご尽力されました。現在は（公財）日本バドミントン協会の
副会長をはじめとした多くの要職につき、日本のバドミントン界を背負っておられます。
「夢はバドミントンで日本一になること。競技者、指導者では叶わない。だから審判で日本
一になるんだ。」持ち前のバイタリティーと並々ならぬ努力の末、夢を実現された山田理事長と、
長年にわたって公私ともにご一緒した中で記憶に残る思い出深い言葉です。まさに有言実行。
今後、益々のご活躍を祈念いたします。

愛知県バドミントン協会副会長　清水善勝

JTEKT　S/Jリーグ2020に向けて

※3月22日時点では開催予定であったが、その後新型コロナウイルス感染拡大のため中止。

昇格を勝ち取ったメンバー

自宅にて自主トレ中

2020年は、新型コロナウィルス感染症の影響により、東京オリン
ピックをはじめ、国内外の多くの大会が延期・中止となり、本当に
残念でなりません。この状況の中、我がチームも３密にならないよ
う合同での練習、また、シャトルを使用しての練習はせず、主にラ
ンニング・ウィイトトレーニングを中心に、いつでも大会に臨める
よう、モチベーションを維持しながら体力強化に励んでいます。
S/Jリーグ2020は、2020年10月31日～2021年２月21日の期間で開催予定です。愛知県の刈谷大会は、１月
31日（日）にウィングアリーナ刈谷で開催されます。昨年は７位の不本意な結果となりましたが、新たな選
手の加入もあり、チーム内の雰囲気も良く、今年こそTOP４に入れるようチーム一丸となって頑張ります。
皆さんに、元気と感動をお届けしますので、是非とも会場に足を運んでいただき、応援よろしくお願いします。

JTEKT　副部長　峰登志郎
※取材時には開催予定でしたが、６月27日にS/Jリーグ、S/JリーグⅡ、チャレンジリーグの全試合中止が決定されました。
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姉の影響で年長から始めたバドミントン。はじめは思うようにいかず、怒ったり
泣いたりしながらプレーしていました。
１年生から各種大会に参加するようになり、勝つことで楽しくなっていきました。
２年生の時には石川隼君とダブルスを組み、２年生ペアで東海大会４位の成績を収
めました。全国大会まであと一歩のところで敗れましたが、この敗戦の悔しさが原
動力となって日々の練習にさらに打ち込めるようになりました。

３年生で出場した若葉カップで決勝戦を観戦し、優勝して喜ぶ選手たちを間近に見て、「あの場所で優
勝したい！」と言葉にした次の日から、練習に取り組む姿勢がガラッと変わりました。苦しい練習にも
耐えて１年後、４年生の若葉カップではチーム一丸となり見事優勝。また、全小では石川君とのペアで
ダブルス優勝を果たし、ふたつの大きな目標を達成することが出来ました。目標を明確にし、課題を持っ
て日々の練習に取り組んだ結果です。
今は体育館の練習ができないため、家でトップ選手の動画を見たり、素振りやフットワーク、筋トレ、
ランニングなどをしています。規則正しく生活し、特にしっかりとした食事と睡眠を心がけています。
現在の目標は、U13ナショナルメンバー入りすることです。ナショナルメンバー入りは簡単ではあり
ませんが、一日一日の積み重ねを怠らず頑張っていきます。

はりーあっぷジュニア コーチ　池田純

愛知のホープ愛知のホープ

フットワークフットワークフットワークフットワーク
此の欄は、連載物のコーナーとして県内各チームの紹介やその他の記事を皆
さんに続けてお届けするコーナーです。
今回は

を紹介します。
安城レディースクラブ

 いけ  だ  じゅん いち ろう

池田純一朗（はりーあっぷジュニア５年生）

平成31年４月、競技規則第９条第１項（サービス）のうち、1.15mのサービス高固定に関するものが下
記のとおり改訂されました。

また、「サーバーが持つラケットヘッド及びシャフトは、シャトルを打つ瞬間に下向きでなければなら
ない。」という規定が廃止されました。
この改訂でおよそ1年、県協会、各連盟の皆さまには「各コートのポストやプレーヤーの着衣にコート

面から 1.15ｍの高さのところにテープやリボンなどでマークを付け、そのマークを基準にコート面から
1.15mの高さのところに水平面をイメージし、判定をする」よう取り組んでいただきました。
プレーヤーとして、審判員として、慣れたでしょうか。
サービスジャッジがついて、サービス高測定器（※）があれば判定しやすいでしょう。「水平面をイメー
ジ」するのもなかなか容易では
ありませんが、プレーヤーが正
しいサービスを行うためにも、
今後も引続き取組んでいただき
ますようお願いします。

審判委員長　渡邉伸也

　本会は平成30年２月11日に創立70周年を迎えました。これを記念して様々な取
り組みが行われ、そのひとつとして「70周年記念誌」を発行しました。過去には「50
年誌」「60周年記念誌」を発行しており、今回はそれに続く平成21年から平成30年ま
での10年間の活動や戦績をまとめた内容になっています。
　作成にあたって、平成30年10月に編纂委員会を設置し、約17か月をかけて作業
を行いました。この間に傘下の各連盟や市町村連盟、写真提供をいただいた関係
者の皆様のご協力のもと、各層選手の活躍をはじめ、全国大会の履歴、各連盟・

各委員会の活動等を記録に残すことができました。
記念誌は４月上旬に各団体に配布を致しましたが、閲覧等を希望される方は本会総務委員会にご連絡

下さい。
副理事長　朝倉康善

70周年記念誌発行

サービス高1.15mについて

（６）サーバーのラケットで打たれる瞬間に、シャトル全体が必ずコート面から1.15m以下でなけれ
ばならない。

（※）サービス高測定器は、今年度より競技規則第５条における検定品として加わりました。第１種大会またはそれに準ずる大会にお
いては第１種検定合格品を使用することになりました。（この使用については、猶予期間が設けられ、令和３年３月31日までは、
当該大会レフェリーが使用を認めたサービス高測定器の使用が認められます。）また、大会で使用する施設に、検定合格品が導入・
設置されるまでの準備期間では、サービス高の判定基準設定のために、ポストにコート面から1.15mにテープなどで印をつけるよ
うにしてください。

サービス高1.15測定器（BWF）-1
日バ競技審判部通達より抜粋
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安城レディースクラブは現在76名。家庭や仕事を大切にし
ながら健康第一を合言葉に活動する、穏やかな主婦達で構成
されています。しかし、競技となれば闘争心旺盛な熱い仲間
の集まりでもあります。
全体練習会は月に２回。東祥アリーナ安城とスポーツセンターの体育館をほぼ全面を借り切っ
て行います。学区ごとにグループ分けをし、持ち回りでその月の練習会の陣頭指揮を執るので、
各回の担当者にとっては、どんな練習を行うか、どうしたら効果的にうまくなれるかを考察する
いい機会となっています。また、提案された様々な練習を皆で共有して行うことで、気づき合え
ることや教え合えることが増えました。一人一人が向上意識を強く持つことで、仲間同志の絆も
深まっていると感じます。全体練習会の他には、ランクに応じた小練習会があり、こちらも毎回
参加者が多く、とても活気があります。また年に１回、お楽しみ会も開催しています。仮装した
りバドミントンとは違う運動競技をしたり、楽しい企画を考えて大いに盛り上がっています。
さて、競技における現在の実力の程ですが、最近の県団体戦では、ほとんどのランクで昇進も
しくは残留という好成績が続いています。仲間同志で交歓会や試合に積極的に参加していること
で、連帯感が強まり好結果につながっているようです。
私達には、一人一人が安城レディースの一翼を担っているという自負があります。「安城レディース
は勢いがあるね！」と言われ続けるために、仲間と一緒に汗を流し、さらに高みを目指し練習に励みます。

安城レディースクラブ 評議員　鳥居まゆみ
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委員会NEWS
総務委員会

2019年度活動を振り返りますと、事業計画に
沿って、会員登録人員の拡大、県内大会の参加料
改定、協会創立70周年記念誌の発刊、S/Jリーグ、
中部日本選手権大会の県内開催など多くの活動を
円滑に実施しました。
2020年度活動については事業計画に掲げました

計画のうち、自宅で準備や実施可能な事項につい
ては順次進行しています。
すでにいくつかの大会が開催中止となりました

が、今できることをしっかりと行っていきます。
総務委員長　高桑敏郎

2020年度　総務委員会事業計画（概要）
１．小中学生の登録人員の拡大
２．各連盟、各市町村連盟との連携強化
３．財政運営の検討
４．表彰規定の見直し、ならびに規定集の発刊
５．全国大会等の円滑な運営

連盟NEWS
高等学校体育連盟バドミントン部

３月の全国選抜に続き、夏の総体も中止が決定
してしまいました。全国選抜への出場が決まって
いた名経大市邨、岡崎城西の選手たち、そして
最後の夏こそはと総体での捲土重来を胸に誓って
いた選手たち、悔しい思いは筆舌に尽くしがたい
ものと思います。全国総体の中止に伴い地区予選
もなくなってしまい、多くの３年生が引退試合を
できないまま、それぞれの進路に向けて部活を引
退することになってしまいました。その数は愛知

スポーツクラブ東海バドミントン部
◆今年2020年で創部50周年の節目
役員は6名と少数ながら、地域団体の協力を得
ながら活動しています。大会事業は、年間6回。
個人・団体・混合・家族・ジュニア・オープンを
展開し、年齢･性別問わず幅広く参加してもらえ
るよう計画・運営しています。参加人数も競技人
気に伴って年々増加の傾向となっています。育成
事業は、部活動が無い市内中学校全校を対象に、
バドミントン希望者を募り「校外部」という形で、
生徒たちの想いに応えていく活動を継続中です。
一般向けには年間通じて隔週で１回30名程度のバ
ドミントン教室も開催しています。6月末までは、
全ての活動を自粛していますが、再開を心待ちに
しています。

蒲郡市バドミントン協会

市町村だより

コロナ禍における活動ガイドライン

◆22年ぶりの再会！浦添市・蒲郡市交流会
沖縄県浦添市バドミントン協会のみなさんをお
招きし、２日間にわたる交流会を開催したのは、
新型コロナウイルス感染症の影響がまだそれほど
でもなかった２月15・16日です。前回の平成９年
当時を知る協会員も多く、大いに盛り上がりまし
た。蒲郡市長はじめ市幹部を交えた歓迎会や、チー
ム対抗戦、試合後の親睦会に市内観光など、和気
藹々と、とても楽しいひとときを過ごしました。

第27回チーム対抗バドミントン大会

一宮バドミントン協会
◆一宮みんなで楽しくバドミントン大会
２月23日（日）一宮みんなで楽しくバドミントン

大会がありました。今大会は通常のゲームの勝敗
ではなく、全ゲームの総得失点で競う形で行いま
した。例年より参加者が少な目でしたが、みんな
楽しくバドミントンをしました。一番の楽しみは
景品のスイーツ…って人もいたかも？

優勝　Eチーム

バドミントン活動時のチェックリスト ※指導者は、感染拡大防止を最優先に考え、
　活動を行ってください

県だけでもおよそ２千人に上ります。高校の部活
の仲間との時間はかけがえのないもので、他に置
き換えられるものではないかもしれません。しか
しバドミントンは大学、実業団、クラブチーム、
レディースなど様々なカテゴリーで楽しむことが
できるので、折角始めたバドミントン、少しでも
多くのみなさんがこの先も続け、活躍してくれる
ことを願っています。

高体連　大村悠介

活
動
前

活
動
中

活
動
後

参加者の氏名・連絡先・体調報告を1か月保管する
帰宅経路中のマスク着用を徹底する
飲み残しの処理は適切場所で行うこと（自宅へ持ち帰るなどする）
ネットやポストなど設備の消毒を行い、最小人数で片づける
換気を定期的に行う
他人のタオルやドリンクなどには触らない
シャトルを顔に近づけない
シャトルの受け渡しの際に手を極力使わない

コートに入っていない時、人との間隔（フィジカルディスタンス）を維持する
（ラケット2本で約1.3m、3本で約2m）

ネットやポストなどの設備には触れない
マスクはコート内練習以外ではなるべく着用する
練習時に過密になっていないか常に注意する
換気を行い、換気の行うタイミングを決定・確認する
タオルやドリンクは個人のものを用意し、各種用品の消毒を行う
ネットやポストなど設備の消毒を行い、最小人数で準備を行う

参加者全員の体調を確認してから実施する
（発熱者や体調不良者は練習に参加させない）

練習前に検温を行い、体調に不安のないことを確認の上、指導者に
報告をする（体調は個人差があります。無理に参加しないこと）

練習施設までのマスク着用を徹底する

バドミントン競技において注意すること

全国選抜出場が決まっていた選手たち

名経市邨男子 岡崎城西女子

順位
1位
2位
3位

チーム名
テンとセンと
ファーレンハイト
浦添てだこ

（公財）日本バドミントン協会よ
り、「新型コロナウイルス感染症対
策に伴うバドミントン活動ガイド
ライン」が発表されました。指導者、
プレーヤーの皆さんの参考にして
もらいたく一部を抜粋しました。
詳細は愛知県バドミントン協会
ホームページをご覧ください。

バドミントンはシャトルを介して
相手とラリーを行うスポーツです。
そのため、シャトル・ネット等の
共用で使用する部分からの感染に
注意が必要です。バドミントン
競技再開にあたって感染拡大防止
のための消毒は、「使用する物の消
毒」と「自分自身の予防消毒」を意
識して行うようにしてください。
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委員会NEWS
総務委員会

2019年度活動を振り返りますと、事業計画に
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計画のうち、自宅で準備や実施可能な事項につい
ては順次進行しています。
すでにいくつかの大会が開催中止となりました
が、今できることをしっかりと行っていきます。

総務委員長　高桑敏郎

2020年度　総務委員会事業計画（概要）
１．小中学生の登録人員の拡大
２．各連盟、各市町村連盟との連携強化
３．財政運営の検討
４．表彰規定の見直し、ならびに規定集の発刊
５．全国大会等の円滑な運営

連盟NEWS
高等学校体育連盟バドミントン部
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活
動
中

活
動
後
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まだ予断は許されませんが新型コロナウイルス終息の兆しが見え始めた今日
この頃ですが、皆様におかれましてはつつがなくお過ごしのことと思います。
本会も３月22日に開催されることになっていた2019年度総会を中止にし、
第６回理事会に振り替えて2019年度を閉じ、引き続き令和２年度第１回理
事会を開催し、新年度がスタートしたわけですが、新型コロナウイルス感

染防止の観点から公共施設の使用が制限され、現在５月末までに予定されていました本年度
の20大会、４会議が中止になりました。６月以降も本県で開催されることになっていた日本
バドミントン協会第１種大会である第13回全国社会人クラブ大会（個人戦）、第50回全国中学
生大会、第39回全日本ジュニア大会の３大会の中止が決定していることに加え、本会主催大
会も８大会の中止が決まっております。
グローバル的に不要不急の外出、３密の自粛が叫ばれている現在こそ、何不自由なくバド
ミントン活動が続けてこられた今までに感謝すると同時に、この災いの終息後にはバドミン
トンができる喜び、観戦できる喜びを大切にしていかねばならないと思います。
本会も状況にもよりますが７月に入りましたら本格的な協会運営を始動させ、コロナ対策
に万全を尽くし、一日も早い新しい愛知のバドミントンを再開したいと願っております。
皆様におかれましても一層のお身体ご自愛をされ、バドミントン活動の再開に備えていた
だきますよう祈念いたします。

〒452-0008　清須市西枇杷島町地領1-9-9
広報委員長　　岩田　崇
TEL（052）501-2602

愛知県バドミントン協会のホームページアドレス
　http://www.badminton-aichi.com/
Eメールアドレス
　info@badminton-aichi.com

連絡　投稿

編集後記
5月25日、新型コロナウイルス感染症の緊急事
態終了が宣言されました。段階的に社会経済の活
動レベルが上がってきています。皆さんはいかが
でしょうか。バドミントン活動においても手探り
で始まったばかり。ウィズコロナ（コロナと共存）
を考えながらのスタートです。体調管理や体育館
などの練習環境を整え少しずつ体を動かしていき
ましょう。7ページに「バドミントン活動時の
チェックリスト」を掲載しました。ご参考までに。

広報委員　鈴木勝男

理事長通信 愛知県バドミントン協会
理事長　山田　順一郎

「病気やけがに対する処置について」
水野　慶介

審 判 連 載

県協会年次総会の中止
令和２年３月22日（日）に愛知県スポーツ会館で開催を予定していました2019
年度愛知県バドミントン協会年次総会は新型コロナウイルスの感染予防・拡大
防止のため中止としました。
このため2019年度活動報告、令和２年度事業計画等については、第６回理事
会（消毒剤での手指消毒、十分な換気、座席間の距離を取るなどの感染防止対策
を実施）において十分な精査・審議の上決定し、総会資料に掲載、評議員のみなさまへ送付いたしました。
内容に関して直接ご意見・ご質問いただくことができませんので、総会中止のご案内の際にメール・
電話による問い合わせ窓口のご案内をしておりましたが、今のところお問い合わせはありませんでした。
また、総会とあわせて開催されます県協会表彰、賛助会表彰についても、表彰式を中止としましたので、
総会資料にあります表彰対象者に個別に表彰状等をお届けいたしました。
その後の新型コロナウイルスによる政府の緊急事態宣言発出により、総会資料作成時点での令和２年
度事業計画も大幅な変更を余儀なくされています。変更・中止となりました大会等については、県協会
公式ウェブサイトで随時お知らせいたします。

総務委員長　高桑敏郎

新型コロナウイルスが広がり練習もままな
らない方も多いと思います。練習ができない
分、ルールへの習熟を深め、収束後の大会へ
の一助として、この連載を活用頂けたら幸い
です。さて、自らが主審をしていてプレーヤー
が怪我をしてしまった場合、どのように対処
したらよいでしょうか？公認審判員規定第５
項に「怪我や病気には慎重かつ適切に処置し、
必要ならばレフェリーを呼ぶ」とあります。レ
フェリーが医療役員等を呼ぶかどうか判断し
ます。その際、不当な遅延を引き起こす医療
処置は認められませんが「出血がある際には、
それが止まるまで、ゲームの再開を遅らせる
ことができる」とあります。また、その際の経
過時間を記録に残す必要があります。練習不
足は、怪我を誘発するリスクがあります。そ
のような状況で困らないよう、日頃からシミュ
レーションしてみてはいかがでしょう？

現在、県協会の公式サイトは大会情報や大会結
果などの掲載や画面レイアウトの見直しなど
Webシステムに関する作業全てを一人の広報委
員が行っています。そこで会員の皆様から「お手
伝いしてもいいよ」と言っていただける人を探し
ています。「公式サイトの管理・運営ってどんな仕
事？」「Webシステムを勉強したい人」や「興味が
ある。面白そう…」って思った、あなた！是非、
お手伝いいただけませんか？「あの人が適任！」と
推薦いただくのも大歓迎です。

求ム！求ム！ 公式サイトの
管理・運営ボランティア

●公式サイトの管理・運営のお手伝い
HTML言語※を使って公式サイトの記事の掲載、
加筆・修正・削除等の作業です。
※Hyper Text Markup Language：Webを作成する
際に使用するIT言語
以下の二つの要件を満たす方なら、どなたでも
①愛知県バドミントン協会の登録会員であること。
大学生あるいは社会人の方で出来るだけ長期間
（最低でも1年超）ご協力いただける方
②HTML言語を扱える方、もしくは今後学習して
いく意欲のある方で、Excel、Wordを日常的に
使用している方

１～ 2名

●下記電話番号か、公式サイトのお問合わせ画面
から広報委員会宛にメールをお願いします。
●所属、氏名、連絡先（電話番号又はメールアド
レス）をご連絡ください。

※その後、広報委員会から直接コンタクトさせて頂きます。
サポート内容や体制等についてご説明し、合意に至れば、
お手伝いお願いします。連絡お待ちしています！

作
業
内
容

要
　件

人
数

問
合
わ
せ
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06-7175-7116 06-6201-0741
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