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2020年4月20日 

Vol．2020-4月号 

名古屋５００クロウズクラブ会報 
 

＜事務局より＞ 

◆名古屋 500 クロウズクラブ  会員各位 

 

 クラブ活動への参加並びに運営へのご協力ありがとうございます。 

 愛知県サッカー協会より５月末までの事業の中止連絡と各チームの活動自粛要請が発表されてい

ます。  http://www.aifa.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/corona-virus4.16.pdf 

 

 このため公式試合を始め対外交流試合・内部練習会も５月末まで実施できません。中止となってい

ない直近の大会は６月の豊田大会ですが、実施できない可能性もあります。(中止になりました。) 

ウィルス感染防止並びに毎日の体調管理に注意して、来る試合解禁に備えてください。 

 

(1) WEB(電子メール)による総会の開催 

  1 月以来、2020 年度活動と運営について役員会及び三役で協議し、以下の方向を具体化すること

としました。（1月 25 日役員会）  

① クラス会計の設置と集金業務の委託 

② 会員管理のクラス実施（名簿管理、各種登録管理、入会手続き） 

③ クラブ事務局メンバーの充実 

   ∵ 会員管理をクラスで実施することにより、会員からの入金と各種登録を一致させると供に、 

クラブ事務局の負担を軽減しクラブ運営全体を多くの会員によって実施し易くする。 

 

  新年度の活動を進めて行こうと準備している矢先、コロナウィルスによる影響で練習会や遠征に

よる試合ができない状況となりました。  

  そこで新旧三役で相談し役員会の了解のもと、以下の暫定運用とすることとしました。 

（4月 3～6日） 

1) 新旧三役で協力し、クラブ運営の基本事項を決定する 

2) 総会開催までの活動については役員会了解を得て行う 

3) クラスは、新年度クラス代表とクラス役員で運用する 

 

  しかしながら活動自粛の背景となっているコロナウィルスの感染拡大は先が見通せない状況が

続いています。 

このままコロナの収束を待っても通常総会の開催が何時になるかわからないことから、新旧三役

から発議して、WEB(メール)による協議と投票を前提とした総会の開催を役員会で決定しました。 

 （4 月 15～17 日：メール会議） 

   【WEB(電子メール)による総会開催の理由】 

     ・運営方針と体制を確定して、新年度の活動を開始することが必要 

     ・コロナウィルス感染防止のため、一同に会する総会の実施ができない 

     ・コロナの収束は、何時になるか読めない 

 

  そこで以下の日程に従い、WEB(電子メール)による総会を開催し、会員の皆さんとの意見交換な

らびに協議を行います。最終段階では WEB(伝助または電子メール)による議案の賛否を投票してい

ただくことになります。 

 

   ４月末 会員各位への総会議題送付 

  ～５月６日  意見交換と協議（メールにて） 

  ～  10 日  賛否募集（投票） 

 

以上の取り扱いによる総会への積極的な参加をお願いいたします。                   
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(2) 2020 年度 クラブ役員候補名簿 

新年度の役員候補は以下の皆さんです。 

・クラス役員はクラスで選定されるため既に新役員に交代済 

・正副会長、会計、事務局代表は総会にて選出 

 
19 年度クラブ役員と 20 年度候補者 

役 職 2019 年度 2020 年度候補者 

会   長 松原 功 井原 正義 

副 会 長 越山 彰 越山 彰 

監   事 土川 三郎 土川 三郎 

  〃   古田 敏久 竹田 昌次 

会   計 三宅 篤 古田 敏久 

 同補佐  小美 嘉宣 － 

事 務 局 代 表 八尋 康雄 萩野 哲 
組織 担当 萩野 哲 八尋 康雄 

遠征 担当 羽田 恒太 羽田 恒太 
会報 担当 大塚 龍男 大塚 龍男 
広報 担当 佐々木秀輝 佐々木秀輝 
増員 － 大崎 秀正 

保険 担当 葛山 幹 葛山 幹 
ＨＰ 担当 石濱 晴康 村田 知雄 
※ 太字の役職は総会承認対象（監事を除いて役員会の議決権有） 

保険担当、ＨＰ担当は三役が選出し、総会で承認 
事務局の各担当は事務局代表が指名 

 

19 年度クラス代表と役員 

クラス ＰＲ ＳＲ Ｒ Ｖ Ａ Ｂ 

代表 森 洋造 桑畑 二郎 植野 均 朴 在勲 村田 知雄 

副代表  － －  加藤 典宏  

世話役 河合 弘治 大石 光夫 竹田 昌次  小原 広睦 佐藤 弘司 

20 年度クラス代表と役員 

クラス ＰＲ ＳＲ Ｒ Ｖ Ａ Ｂ 

代表 森 洋造 桑畑 二郎 金光秀登世 五明伸一郎 稲垣信行 

副代表 柴田正康 － －  山下 晴弘 若尾佳太郎 

世話役 加藤 和長 横川 勝二 金子順也 野村 雅紀 
水野 修 

会計 松原 功 大石 光夫 松下正治 加藤 典宏 
クラス代表は役員会の議決権を有する。クラス代表はクラスで選出し総会で承認する。 
クラスの各担当はクラス代表が指名し、総会に報告する。 

 

(3) クラブホームページ 

以下のアドレス(URL)に変更されました。 

http://500.nagoya/ 
担当は新Ａクラスの村田知雄さん(19 年度Ｂクラス代表)です。 

昨年まで担当していただいた石濱晴康さん、ありがとうございました。 
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＜２０２０年４月～ の予定と変更・新規行事＞ 

１、岐阜大会 ＜全クラス＞    会場：島西運動場  中止 

         日時：４月３日（金）：４月４日（土）：４月５日（日） 
 

２、静岡県シニアサッカーフェスティバルinエコパ ＜全クラス：0-80有＞  中止 

                 会場：小笠山総合運動公園 

                 日時：５月７日（木）８日（金）（ＰＲ・ＳＲ・Ｒ） 

５月９日（土）１０日（日）（Ｖ・Ａ・Ｂ） 

 

３、菅平スーパーエイジ大会 ＜Ｒ・Ｖ＞（個人参加） 中止 

会場：菅平高原ホテルＧ 

                 日時：５月８日（金）～１０日（日） 

 

４、全域ロイヤル交流会 ＜ＳＲ・Ｒ＞（個人参加）  中止 
会場：金沢市民サッカー場 

                 日時：５月１２日（火）１３日（水） 

 

５、全国070大会・060大会 ＜Ｒ・Ｖ＞  延期（９月１９日～２１日） 

会場：秋田県にかほ市 

                 日時：６月６日（土）７日（日）８日（月） 

 

６、中部地域・豊田大会 ＜全クラス＞     中止 

会場：豊田市陸上競技場＆球技場 

                 日時：６月１２日（金）１３日（土）１４日（日） 

７、全域長崎大会 ＜ＳＲ・Ｒ・Ｖ＞ 

会場：長崎県島原市  中止 

                 日時：６月２０日（土）２１日（日） 

                 （ＳＲ）参加検討中、（Ｒ・Ｖ）は不参加 

 

リーグ戦は、５月６日まで中止と公表されていますが、県協会が行事中止を公表していることか

ら、５月末までは中止となると見込まれます。 

 

◇over50愛知県リーグ戦前期 

    ②日時：４月１１日（土）１６時４０分試合開始  中止 

     場所：テラスポ鶴舞ＥＧ       VS AC Compare   ※当番・審判有り 

    ③日時：４月２６日（日）１９時２５分試合開始  中止 

     場所：豊田柳川瀬公園        VS Ｆorza Chita  ※審判有り 

    ④日時：５月４日（月） １３時試合開始     中止 

     場所：豊田運動公園陸上競技場    VS 豊田 

    ⑤日時：５月２４日（日）１９時３５分試合開始  中止見込み 

     場所：刈谷運動公園         VS ナゴヤカルチョ ※審判有り 

    ⑥日時：６月２８日（日）１７時１５分試合開始   

     場所：口論義運動公園サッカー場   VS 刈谷 

    ⑦日時：７月１２日（日）２０時１０分試合開始   

     場所：テラスポ鶴舞ＥＧ       VS 安城           ※審判有り 

    ⑧日時：未定      １８時２５分試合開始   

     場所：刈谷運動公園ＧＧ（人工芝）  VS羅針盤倶楽部     ※当番・審判有り 

    ⑨日時：８月１６日（日）１９時３５分試合開始   

     場所：豊橋スポーツかもめ人工芝   VS東三河 

    ⑩日時：未定      １８時２５分試合開始   

     場所：刈谷運動公園ＧＧ（人工芝）  VS西春日井         ※審判有り 
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◇over60愛知県リーグ戦前期 

    ②日時：４月５日（日） １６：００試合開始  中止 

     場所：瀬戸市民公園陸上競技場    VS 豊田 

    ③日時：５月１０日（日）１４：４０試合開始  中止見込み 

     場所：瀬戸市民公園陸上競技場    V Sフォルツァ知多 

    ④日時：５月２３日（土）１９：００試合開始  中止見込み 

     場所：犬山羽黒中央公園多目的広場  VS サンデー 

    ⑤日時：５月２４日（日）１４：１０試合開始  中止見込み 

     場所：豊田柳川瀬公園        VS 東尾張 

    ⑥日時：６月１４日（日）１８：０５試合開始 

     場所：刈谷ＧＧ           VS 西春日井 

    ⑦日時：６月２８日（日）１９：３０試合開始 

     場所：犬山羽黒中央公園多目的広場  VS 刈谷アゴーズ 

    ⑧日時：７月５日（日）  １７：００試合開始 

     場所：テラスポ鶴舞ＥＧ       VS カルチョ 


