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伝達詩習会・義務研修会 のFrl催 ヤ上及 び指導者合格え新手続 き
並びに 2021年 度 コーチ 1春 蔵講習会 rfl催 のお妊 らせ
コロナ禍 にか えて寒 きが厳 しい時候 とな りましたが、各え部 ・団体 ・大 学に
おかれましては益々ご清子のことと―
存 じます。
昨年 は、コロナ禍 にも関わらず当委 員会に対 しまして格方
1の ご高配 を賜わ り、
L申 しあげます。本年 も当委員会へのごえ換 をよろしくお願 いいたします。
御ネ
さて、本年 1月 7日 、新型 コロナウイルス感染症 の拡大 を無た事態宣言が発
せ られ、不要不たの外 出を抑制す ることによる拡大防止対策が准 め られてい ま
す。東京都 ソフ トボール協会 (以 下 「部 ソ協」
)に おきましても昨年 の 7月 6日
に 「新型 コロナウイルスヘの対バ崎 を発 し、 コロナ対 策を継続 しているところ
でご ざい ます。 この よ うな状況から標記 の伝逹詩習会及び義務研修会開催 を中
Lと させていただ くこととなりました。
■
つ きましては、伝逹詩習会 ・義務研修会 の係 る事務 につ きまして次 のとお り
とさせていただ きた くお願 いヤ し上 げ ます。
なお、 コーチ 1春 蔵詩習会 につ きましては現段階では l催 を予定 してお りま
すが、開催戦 を見極 めての対痣 とな ります。
F■

記

1 伝逹詩習会 に係 る事務について
(1)部 ソ協への指導者登録

登髭義者名 簿 の提出
・各え部 ・団体 におかれ ましては同封 の 2020年 度老
「 ソ協指導者登録者
名 簿 にこか、削除、住所 ・逹絡先 の変え を行 い、 2021年 度老 協指

①

らせ を
導者登録者名 簿策 を作成 して 3月 14口 (口 )ま でに、 この お妊̀ソ
送付 した封筒泉面 の差出入 宛にお4り くだ さい。
・各大学におかれ ましては同封 の 2020年 度老 協指導者登録者名簿 に
̀ソ
絡 責任者 に名 簿策 を
追加 、肖
1際 、住所 ・逹絡先 の変え を行 い、大学逹逹

4付

し、その後、大学逹連絡責任者 は各大学の名 簿策か ら大 学こ と して
の 2021年 度都 ソ協指導者 登録者名 簿策 を作成 して くだ さい。
作成 した名 簿策 は 3月 14日 (■ )ま でに、 この お知 らせ を送付 した
封筒裏 面の差出入 宛 にお送 り ください。
・名 簿策 を電子 フ ァイルで作成 し、4る 予定 のえ部 ・団体 ・大学逹につ き
ましては送付先 を方1途 逹絡 しますので、え部 ・団体名、大学と名 を明示
して「電子ファイルによる名 簿策送 付希笙」と記載 したメール を (4)
の メールア ドレスにお送 りくだ さい。
登録料 (500円 /人 )の 納入
・① の名 簿策 か ら登録料納入対 象者 を確定 し、 3月 末 までに 2021年 度
都 ソ協指導者登録者名簿 と登録料納付依頼 書 を4付 い た します。
・各え部 、団体 、大学こ の逹絡責任者 におかれ ましては登録料納付依頼書
の金額 を指 導者委 員会 の口座 へ捩 りたむ ようお願 いい た します。
・捩基手数料 は委 員会 で 負担 い た しますので、捩を手数料 を差 し
た
̀￨い
金額 を捩 りを んで くだ さい。
*派 を は各え部名、団体名 でお願 い します。大学逹については大 学逹

②

逹絡責任者 が各大 学か ら登録料 を集 め、大 学逹 と して一括 で捩 りさ
むようお願 い します。
大 学逹 東京次子
○○夫部 東京太 郎
◎捩基先銀行

三 菱UF」 銀行所沢 え店
普in̲預 金 口座春子 0453064
老 ソフ トボール協会指導者委 員会
東京「
会針 官林 吝え
*ミ ヤバ ヤ シ ヒロユキ

捩 基卿 民

2021年

4月

30日

(金 )。

領 楓吉 は原 貝1と して発行 い た しませ んが、事 務 処理 上 、額 楓吉 が羹 妥

なえ部 ・団体 ・大 学、個人 の方 につ きましては指 導者委 員会名 の領楓
吉 を発行 い た しますので (4)の メールア ドレス を使:用 しておヤ し出
くだ さい。

(2)義 務研修会 の中止 とそれに伴 う義務研修水え講者 の合格臭新 に係 る事
務 ついて
日本 スポー ツ協会 (JSPO)ホ ームペー ジに掲載 された 「新型 コロナ
感染拡大に伴 う2021年 10月 1日 付え新 登録 に関す る取 り扱 い につ
いて (2021/1/7時 点)」 によれば、
・奇格有効期 限が 2021年 9月 30日 の方 については、実新研修 の受
講状 況 に関 わらず、 2021年 10月 1日 付 の登録手続 きの対 象 とす
る旨の家内が されてい ます。
・姿格有効期 限が 2021年 3月 31日 の方 について も同様 に、 202

1年 4月 1日 付 の登録手続 きの対 象 となる旨の家内が されてい ます。
SPOか らの奇格え新手続 き家内に従 って対應 して ください。
」
.

(3)コ ーチ 1春 蔵詳習会 Ffl催 について

2021年 度開催 の準備 を進 めてい きますが、新型 コロナ感染症 の楓

未等が几た まれない ときはヤ
・Lと な りますので、 ご承舛 おきくだい ます
よ うお願 いいた します。

(4)r‐lい 合 ゎせ 先
指 導者 委 員会 メー ル *shidosya@tokyo― softball.jpで お願 い します
以 上

この QRコ ー ドをスマ ー トフ ォ ンの カ メ ラで撮 影 す る と
東京都 ソフ トボール協 会 HPの URLに 接 続 で きます 。

