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塩川 達太氏 (文 部省体育局生涯 スポーツ課企画調整係長)
「生涯 スポーツにおける指導者養成」
基調講演② 水島 新司氏 (漫 画家)
「ティーボールの魅力」
基調講演③ 松浪健 四郎氏 (衆 議院議員)
「わが国の 生涯 スポーツ文化"を 考える」
*休 憩 *
特別 シンポジウム 「プロ中のプロ テイーボール"を 語 る」
司会 :鈴 木 恵夫氏 (千 葉 ロ ッテマ リーンズ コーチ)
丸山 克俊氏 (東 京理科大学助教授 )
●講師●
博氏 (元 読売 ジャイア ンツコーチ)
①荒川
②池田 重喜氏 (元 ロ ッテオ リオ ンズ コーチ)
③種茂 雅之氏 (元 日本ハ ムフアイターズコーチ)
④醍醐 猛男氏 (千 葉 ロ ッテマ リーンズコーチ)
⑤谷澤 健一氏 (プ ロ野球 ニ ュース解説者)
正氏 (早 稲田大学教授 )
⑥吉村
*休 憩 *
フリーデ イスカッシ ョン 「テイーボールは小学生 に最適」
司会 :木 村 一郎氏 (早 稲田大学教授)
大川 一穀氏 (成 城大学講師)
●講師●
① 加藤 明広氏 (千 葉県・ 印格村立六合小学校教諭)
② 久保寺千広氏 (神 奈川県・大井町立太井小学校教諭)
③児玉 正勝氏 (愛 知県軟式野球連盟尾張連合会少年野球連絡協議会専務理事)
④吉川 許司氏 (近 畿 こどもソフ トボール連盟副会長)
*休 憩 *
テ ィーボール協会情報 「テイーボールい ろい ろ」
司会 :頼 住 道夫氏 (厚 木市教育委員会指導 主事)
遠藤 雅司氏 (日 本 テイーボール協会評議員・ 東京都連盟理事)
●講師●
①山縣 俊明氏 (日 本テイーボール協会事務局長)
「TTA中 0上 級公認指導者資格 の更新制度 について」
②塩塚 政孝氏 (早 稲田大学大学院博士課程)
「 ティーボール"イ ンターネ ッ トで世界を結ぶ」
③ 久保田浩司氏 (南 大沢学園養護学校教諭)
「健康福祉 スマイル専門委員会 の動向」
*休 憩 *
日本ティーボール協会第 6回 総会
日本テ イーボール協会設 立 5周 年記念 パーテ イー

*都 合 に よ り、講 師及 び演者が変更 とな る場合が あ ります。
*「 日本 テ ィー ボ ール協 会設立 5周 年記念 パ ー テ ィー」 は、 早稲 田大学国際会議場特 別室 にて
開催 いた します。各都道府県連盟 か ら関係者 が多数 出席 いた します。
会費 は5,000円 です。奮 って ご参加下 さい。

