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〓 議事録 〓
≡1≡【2021-2022 リーグ継続確認】 ···························· 別紙参照
☆★☆★☆2021-2022 リーグ戦は３月２７日まででした☆★☆★☆
★コロナ禍の影響でリーグ戦の実施が滞っていましたが、３月末で今季は打ち切りとします。
未消化の試合は各リーグで取り扱いを決めてください。順位確定して下さい。
各リーグは最終勝敗表・得点者・
（アシスト者）を集計し、各グループ LINE に掲載して下さい！
４月から 2022-2023 リーグの開始いたします。
１部・２部・３部は入れ替え戦、降格は無しとし、２部上位２チーム，３部上位 3 チームを自動昇格とします。
来季、各リーグのチーム数は１部(12)・２部(12)・３部(12)・なにわ部(12)
Ｍ４０部(10)・Ｍ４５部(8)・Ｍ５０部(16)・Ｍ６０部(6)※新編成
≡2≡【新規加盟チームについて】
３月１日の新規加盟説明会およびそれまでの問合せにて、下記チームが新たに加盟してくれました！
暖かく出迎えてください。一緒に「おもろいサッカー」やりましょう！！
２部：レウニール（休部からの復帰）
３部 ：EL Nino、北摂フリーダム、FC BLUEV 大阪、NANIWA ALL UNITED、ぽんぽこぽん、大阪シティ FC
なにわ PREMIER：コパコルモハ(2 チーム体制)、オール帝陵(2 部より移行)、wkk1994(3 部より移行)
Ｍ４０：カルケウス、A.F.C.freaks(2 チーム体制)
Ｍ４５：京流羽 F.C.(ミヤコルンバ 2 チーム体制)
Ｍ５０：大阪 FCU55(2 チーム体制)、OSAKA3710FC(2 チームから 1 チーム体制)、LEON、FC ふるい、NASSO 高石
Ｍ６０：北河内 FC、FC LADS524、FC 岸和田シニア、上町クラブ、ホリデーシニア、大阪 FC・60
≡3≡【C 級審判取得講習・更新研修について】
☆4 月に 3 回、6 月に 1 回開催予定です。
※締め切りは３月運営委員会（本日）まで！
☆2020,2021,及び 2022 新規加盟チームは優先しますので取得講習会に申し込んでください。
☆ＪＦＡの資格（2，3，4 級)を保持している方は 6/5 午前の定期総会に参加して下さい。
（競技規則免除）
※更新研修については３年の間に１回受講しなければＣ級審判資格を失効といたします。
ホームページ「各種ダウンロード」http://njsf-ofa.jp/download.html に掲載中。
≡4≡【第 26 回 Foot a 7 大会】 ······························· 別紙参照
２０２１年３月１３日（日）J-GREEN 堺：Ｓ-１２
☆この上ないお天気で絶好のサッカー日和！７チームによる熱戦が繰り広げられました。
優勝：ＮＣＳ、準優勝：ＦＬＡＴ、第３位：パープルサンバ
今後も開催いたします。Foot a 7 をもっと盛り上げて行きましょう！！
≡6≡【第 5９回大阪スポーツ祭典サッカー大会】 ························ 別紙参照
2022 年 6 月～10 月予定
※全試合芝生（人工芝）で行います！！
一般(年令制限なし)・Ｍ４０(４０歳以上)・Ｍ５０(５０歳以上)３カテゴリーにて開催。
加盟していないチームも参加ＯＫのＯＰＥＮ大会です。加盟外チームも誘ってください！
★４月運営委員会（4/2６申込〆切）
ホームページ「大会・イベント情報」http://njsf-ofa.jp/event.html に掲載中

≡7≡【全国サッカー協議会 第 39 回定期総会】
３月１日(日) 10:00～12:30 Zoom にて開催しました。
主な全国大会 ※募集は追って案内いたします。
（1）
「第１回関西 60 シニアサッカー大会」
日付：2022 年 5 月 5 日（祝木）場所：兵庫 淡路佐野運動公園 第 1、第 2 サッカー場
（2）
「第 42 回全国選抜大会 関西大会」
日付：2022 年 5 月 22 日（日）場所：兵庫：三木防災公園第１球技場（天然芝）
参加：兵庫・大阪：一般（候補：パッサロ、SOS FC）＋シニア 1 チームづつによる交流大会
（3）
「第 34 回全国スポーツ祭典サッカー大会」
日付：2022 年 11 月 5,6 日（土日）場所：大阪 J-GREEN 堺（人工芝 2 面）
（4）
「第 26 回全国シニアサッカー大会」
日付：2022 年 11 月 12,13 日（土日）場所：宮城 宮城スタジアム・補助競技場
参加：※８月末に各協議会の参加チーム数確定！（M40：1 チーム、M50：2 チーム予定）
（5）
「西日本シニアサッカー大会（仮名）
」
日付：2022 年 11 月 20 日（日）場所：徳島 鳴門・大塚スポーツパーク（メインスタジアム、第 2 陸上競技場）
（6）
「第 5 回西猪名公園シニア大会」
日付：2022 年 12 月 11 日（日）場所：西猪名公園
≡8≡【年会費について】
今年度（2022 年度）の諸経費、分担金ならびにグランド代値上げが相次いでおり、今までの額では赤字になっ
てしまいます。
（今年度の決算書、来年度の予算書は追って報告致します）
￥１３０,０００－とさせていただきます。ご理解、ご了承願います！

５月１5 日までに振込み願います。
★振込み確認できるまで試合は組めません！リーグ戦を行っていても不戦敗とします！！
三井住友銀行 玉造支店 普通預金口座：６３５１３７０ 口座名義：新日本スポーツ連盟大阪サッカー協会

※必ず「チーム名」で振り込んでください。
※2021 年度の清算は４月運営委員会(4/26)に締め切りといたします。
※高額グランド使用料に対して、使用したチームは３,000 円を別途徴収させていただきます。
≡9≡【第 43 回大阪フル・ハーフマラソン大会】
☆３月６日(日)長居公園にて恒例の府連盟主催マラソン大会が開催されました。
※要員に赴いてくれた方々、おつかれさまでした。
任務をきっちり努めてくれて、府連盟からも大感謝されています。
交通費を支給致しますので、植山まで受け取りにきてください。
（下記表に載っていない方もお願いします）
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≡10≡【コロナ感染予防】
★大阪府のまん延防止拡大措置地区が解除されました。
しかし感染予防対策は引き続き徹底して下さい。
≡11≡【グランド】
☆現在、年間優先利用グランドは申請中です。主にスポ祭および大会にて使用致します。
リーグ戦グランドについては各リーグ・チームにお願いしています。けれどもグランド確保してくれているチー
ムは限られています。
「余ったグランドを譲ってもらう」ではなく、自主的に取得する努力をしてください！
まずは OPAS（大阪府・大阪市・他自治体）の登録から。↓↓↓下記を参照！
https://www.opas.jp/osakafu/touroku.html https://www.opas.jp/osakashi/touroku.html
≡12≡【常任委員会】※各リーグ部長もしくは副部長は出席願います！
３／２２常任委員会出席チーム（計１４名）欠席連絡：
1:西森(Axelle),有永(ﾅﾆﾜ)･2:松井(ｹﾝｼｮｳ),早川(ﾍｱﾄﾆｯｸ),鳴戸(ｽｼﾞｬｰﾀ),鴨池(ﾚｳﾆｰﾙ)･3:島村(ｶﾞﾅﾝｼｱ)･なにわ:欠席
M40:渡邊(ｾﾝﾄﾗﾙ),稲居(1976)･M45:津田(SMILE),佐藤(ｾﾚｿﾝ 45)･M50:安宅(岩田),出口,植山(SOS)

☆各リーグの勝敗、得点（アシスト）者を集計して、各リーグ LINE に報告願います。
６／５定期総会時に表彰致します。
★今後の予定★
常 任 委 員 会
４月１９日(火) 19:00～ 会議場は後日連絡（各リーグ部長もしくは副部長）
運 営 委 員 会
４月２６日(火) 19:00～ アネックスパル法円坂：３階 1 号室（全チーム）
定
期
総
会
６月 ５日(日) 9:30～ アネックスパル法円坂：７階なにわのみやホール（全チーム）
以予定：運営委員会･5/24,6/28 （常任委員会は運営委員会の１週間前が目安）

