
 

    

    

    

    

    

    

日日日日    時時時時            平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年５５５５月月月月２２２２6666 日日日日（（（（土土土土））））        

                                ・・・・受付受付受付受付                ９９９９：：：：００００００００～～～～    ９９９９：：：：１５１５１５１５    

                                ・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式            ９９９９：：：：２０２０２０２０～～～～１０１０１０１０：：：：００００００００    

                                ・・・・評議員会評議員会評議員会評議員会    １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０～～～～１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０    

    

会会会会    場場場場            スポーツスポーツスポーツスポーツ総合総合総合総合センターセンターセンターセンター    講堂講堂講堂講堂    

    

    

    

    

    埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県スポーツスポーツスポーツスポーツ推進推進推進推進委員協議会委員協議会委員協議会委員協議会    
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平平平平    成成成成    ２２２２    ４４４４    年年年年    度度度度    

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県スポーツスポーツスポーツスポーツ推進委員協議会推進委員協議会推進委員協議会推進委員協議会    

評評評評    議議議議    員員員員    会会会会    



埼玉県スポーツ推進委員協議会 

【評 議 員 会】 

 

＜次 第＞ 

１ 開会のことば  埼玉県スポーツ推進委員協議会 副会長 

２ あいさつ    埼玉県スポーツ推進委員協議会 会長  

          埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課 

３ 議長選出   （規約第１０条により）会長が議長   

 

４ 協議事項   （１）平成２３年度事業報告・収支決算報告 

         （２）監査報告 

         （３）役員改選（案） 

         （４）平成２４年度事業計画（案）予算（案） 

（５）規約改正（案） 

         （６）平成２４年度各表彰（関東・全国） 

         （７）専門委員会 

         （８）その他 

  

5 閉会のことば  埼玉県スポーツ推進委員協議会 副会長 

 

 

 



平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度    埼玉県体育指導委員協議会埼玉県体育指導委員協議会埼玉県体育指導委員協議会埼玉県体育指導委員協議会    事業報告事業報告事業報告事業報告        

（平成（平成（平成（平成 23232323 年年年年 4444 月～平成月～平成月～平成月～平成 24242424 年年年年 3333 月）月）月）月）    

月月月月    日日日日    曜曜曜曜    事事事事        業業業業        名名名名    会会会会        場場場場    

４４４４    １６１６１６１６    

２３２３２３２３    

    土土土土    

    土土土土    

監査会監査会監査会監査会                                    （午後）（午後）（午後）（午後）    

執行部会執行部会執行部会執行部会                                （中止）（中止）（中止）（中止）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        206206206206    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        206206206206    

５５５５    ７７７７    

        ７７７７    

    ７７７７    

２３２３２３２３    

２８２８２８２８    

２８２８２８２８    

    土土土土    

    土土土土    

    土土土土    

月月月月    

    土土土土    

    土土土土    

（新・旧）第１回理事会（新・旧）第１回理事会（新・旧）第１回理事会（新・旧）第１回理事会    （午前）（午前）（午前）（午前）    

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会    （総務・広報・研修）（総務・広報・研修）（総務・広報・研修）（総務・広報・研修）    

選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会                            （午後）（午後）（午後）（午後）    

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会                            （午後）（午後）（午後）（午後）    

表彰式表彰式表彰式表彰式    ・評議員会・評議員会・評議員会・評議員会            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第２回広報委員会第２回広報委員会第２回広報委員会第２回広報委員会                （午後）（午後）（午後）（午後）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        205205205205・・・・6666    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        205205205205・・・・6666    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        講堂講堂講堂講堂    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

６６６６    

    

３・４３・４３・４３・４    

２５２５２５２５    

金・土金・土金・土金・土    

    土土土土    

関東体指研究大会関東体指研究大会関東体指研究大会関東体指研究大会    大震災の為大震災の為大震災の為大震災の為中止中止中止中止    

第２回研修委員会第２回研修委員会第２回研修委員会第２回研修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

茨城県土浦市（霞ヶ浦文化センター）茨城県土浦市（霞ヶ浦文化センター）茨城県土浦市（霞ヶ浦文化センター）茨城県土浦市（霞ヶ浦文化センター）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

７７７７    

    

    

    ２２２２    

２１２１２１２１    

２３２３２３２３    

２３２３２３２３    

    土土土土    

    木木木木    

    土土土土    

    土土土土    

第２回執行部会第２回執行部会第２回執行部会第２回執行部会    ・第２回理事会・第２回理事会・第２回理事会・第２回理事会        

第２回総務委員会第２回総務委員会第２回総務委員会第２回総務委員会                （午後）（午後）（午後）（午後）    

関東体指表彰式関東体指表彰式関東体指表彰式関東体指表彰式                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

体育指導委員セミナー体育指導委員セミナー体育指導委員セミナー体育指導委員セミナー        ９６名９６名９６名９６名    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        205205205205・・・・6666    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    講堂講堂講堂講堂    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ    

８８８８    ２７２７２７２７    

２７２７２７２７    

    土土土土    

    土土土土    

第３第３第３第３回研修委員会回研修委員会回研修委員会回研修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

臨時執行部会臨時執行部会臨時執行部会臨時執行部会                        （午後）（午後）（午後）（午後）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        303303303303    

９９９９    ２４２４２４２４    

２４２４２４２４    

    土土土土    

    土土土土    

第４回研修委員会第４回研修委員会第４回研修委員会第４回研修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

第３回総務委員会第３回総務委員会第３回総務委員会第３回総務委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

１０１０１０１０        １１１１    

２２２２２２２２    

    土土土土    

        土土土土    

第１回研修会第１回研修会第１回研修会第１回研修会        140140140140 名名名名        役員含役員含役員含役員含    

第３回広報委員会第３回広報委員会第３回広報委員会第３回広報委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    ３３３３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

１１１１１１１１    

    

    ５５５５    

10101010・・・・11111111    

    土土土土    

木・金木・金木・金木・金    

第３回執行部会第３回執行部会第３回執行部会第３回執行部会                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

第５２回全国スポーツ推進委員第５２回全国スポーツ推進委員第５２回全国スポーツ推進委員第５２回全国スポーツ推進委員    

研究協議会研究協議会研究協議会研究協議会    東京大会東京大会東京大会東京大会    259259259259 名名名名    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター            206206206206    

東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区    （東京体育館）（東京体育館）（東京体育館）（東京体育館）    

新宿区・文京区・中央区・品川区新宿区・文京区・中央区・品川区新宿区・文京区・中央区・品川区新宿区・文京区・中央区・品川区    

１２１２１２１２        ３３３３        土土土土    第４回広報委員会第４回広報委員会第４回広報委員会第４回広報委員会                    （午前）（午前）（午前）（午前）    スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        3F3F3F3F 応接室応接室応接室応接室    

１１１１    

    

１４１４１４１４    

２０２０２０２０    

２８２８２８２８    

２８２８２８２８    

土土土土    

金金金金    

土土土土    

土土土土    

第５回広報委員会第５回広報委員会第５回広報委員会第５回広報委員会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

臨時執行部会臨時執行部会臨時執行部会臨時執行部会                        （午後）（午後）（午後）（午後）    

第５回研修委員会第５回研修委員会第５回研修委員会第５回研修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

第４回総務委員会第４回総務委員会第４回総務委員会第４回総務委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        3F3F3F3F 応接室応接室応接室応接室    

男男男男女共同参画推進センター女共同参画推進センター女共同参画推進センター女共同参画推進センター        3333ＦＦＦＦ    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター            206206206206    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター            206206206206    

２２２２        ４４４４    土土土土    第２回研修会第２回研修会第２回研修会第２回研修会            155155155155 名名名名        役員含役員含役員含役員含    スポーツ総合センター講堂・アリーナスポーツ総合センター講堂・アリーナスポーツ総合センター講堂・アリーナスポーツ総合センター講堂・アリーナ    

３３３３    １０１０１０１０    

２１２１２１２１    

２４２４２４２４    

    土土土土    

    水水水水    

    土土土土    

第４回執行部会第４回執行部会第４回執行部会第４回執行部会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第５回総務委員会第５回総務委員会第５回総務委員会第５回総務委員会                （午後）（午後）（午後）（午後）    

第３回理事会第３回理事会第３回理事会第３回理事会                                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        206206206206    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        3F3F3F3F応接室応接室応接室応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター        205205205205・・・・6666    

＜規約見直＜規約見直＜規約見直＜規約見直し検討委員会し検討委員会し検討委員会し検討委員会＞＞＞＞    

＊２月２５日（土）＊２月２５日（土）＊２月２５日（土）＊２月２５日（土）13:3013:3013:3013:30～～～～        第１回検討委員会第１回検討委員会第１回検討委員会第１回検討委員会        スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    206206206206 研修室研修室研修室研修室    

＊３月＊３月＊３月＊３月    ３日（土）３日（土）３日（土）３日（土）13:3013:3013:3013:30～～～～            第２回検討委員会第２回検討委員会第２回検討委員会第２回検討委員会        スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    206206206206 研修室研修室研修室研修室    

＊３月１０日（土）＊３月１０日（土）＊３月１０日（土）＊３月１０日（土）13:3013:3013:3013:30～～～～        第３回検討委員会第３回検討委員会第３回検討委員会第３回検討委員会                スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    206206206206 研修室研修室研修室研修室    

    



平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度    埼玉県スポーツ推進埼玉県スポーツ推進埼玉県スポーツ推進埼玉県スポーツ推進委員協議会委員協議会委員協議会委員協議会    事業計画事業計画事業計画事業計画    

（平成（平成（平成（平成 24242424 年年年年 4444 月～月～月～月～平成平成平成平成 25252525 年年年年 3333 月）月）月）月）    

月月月月    日日日日    曜曜曜曜    事事事事        業業業業        名名名名    会会会会        場場場場    

４４４４    １４１４１４１４    

２１２１２１２１    

土土土土    

土土土土    

監査会監査会監査会監査会                                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第１回執行部会第１回執行部会第１回執行部会第１回執行部会                            （午前）（午前）（午前）（午前）        

スポーツ総合センター内応接室スポーツ総合センター内応接室スポーツ総合センター内応接室スポーツ総合センター内応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター            

５５５５    １２１２１２１２    

１２１２１２１２    

１２１２１２１２    

１２１２１２１２    

２３２３２３２３    

２６２６２６２６    

２６２６２６２６    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

水水水水    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

（新・旧）第１回理事会（新・旧）第１回理事会（新・旧）第１回理事会（新・旧）第１回理事会            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第２回執行部会第２回執行部会第２回執行部会第２回執行部会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会（総務・広報・研修）（午後）（総務・広報・研修）（午後）（総務・広報・研修）（午後）（総務・広報・研修）（午後）    

選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会                                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

第２回総務委員会第２回総務委員会第２回総務委員会第２回総務委員会                            （午後）（午後）（午後）（午後）    

表彰式・評議員会表彰式・評議員会表彰式・評議員会表彰式・評議員会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第２回広報委員会第２回広報委員会第２回広報委員会第２回広報委員会                            （午後）（午後）（午後）（午後）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    205205205205・・・・6666    

スポーツ総合センター内応接室スポーツ総合センター内応接室スポーツ総合センター内応接室スポーツ総合センター内応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    205205205205・・・・6666    

スポーツスポーツスポーツスポーツ総合センター内応接室総合センター内応接室総合センター内応接室総合センター内応接室            

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    206206206206    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    講堂講堂講堂講堂    

スポーツ総合センター３スポーツ総合センター３スポーツ総合センター３スポーツ総合センター３FFFF 応接応接応接応接    

６６６６    

    

１・２１・２１・２１・２    

１６１６１６１６    

２３２３２３２３    

金・土金・土金・土金・土    

    土土土土    

土土土土    

関東スポーツ推進委員研究大会関東スポーツ推進委員研究大会関東スポーツ推進委員研究大会関東スポーツ推進委員研究大会    

第３回執行部会第３回執行部会第３回執行部会第３回執行部会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第２回事業・研修委員会第２回事業・研修委員会第２回事業・研修委員会第２回事業・研修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

長野県松本市長野県松本市長野県松本市長野県松本市                                            

スポーツ総合センター３スポーツ総合センター３スポーツ総合センター３スポーツ総合センター３FFFF 応接室応接室応接室応接室    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

７７７７    

    

    

７７７７    

２１２１２１２１    

２８２８２８２８    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

第２回理事会第２回理事会第２回理事会第２回理事会                                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

第３回総務委員会第３回総務委員会第３回総務委員会第３回総務委員会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ推進委員セミナースポーツ推進委員セミナースポーツ推進委員セミナースポーツ推進委員セミナー        （１日（１日（１日（１日））））    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    205205205205・・・・6666    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター            

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ    

８８８８    ２５２５２５２５    土土土土    第３回事業・研修委員会第３回事業・研修委員会第３回事業・研修委員会第３回事業・研修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

９９９９    

    

    

    

１１１１    

１５１５１５１５    

２６２６２６２６    

２９２９２９２９    

土土土土    

土土土土    

水水水水    

土土土土    

第４回執行部会第４回執行部会第４回執行部会第４回執行部会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第４回事業・研修委員会第４回事業・研修委員会第４回事業・研修委員会第４回事業・研修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

第４回総務委員会第４回総務委員会第４回総務委員会第４回総務委員会                            （午後）（午後）（午後）（午後）    

第１回研修会第１回研修会第１回研修会第１回研修会                                    （１日）（１日）（１日）（１日）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター            

スポーツ総合センター講堂・アリーナスポーツ総合センター講堂・アリーナスポーツ総合センター講堂・アリーナスポーツ総合センター講堂・アリーナ    

１０１０１０１０    ２０２０２０２０    土土土土    第３回広報委員会第３回広報委員会第３回広報委員会第３回広報委員会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

１１１１１１１１    １０１０１０１０    

29292929・・・・30303030    

土土土土    

木・金木・金木・金木・金    

第５回執行部会第５回執行部会第５回執行部会第５回執行部会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第５３回全国スポーツ推進委員研究協議会第５３回全国スポーツ推進委員研究協議会第５３回全国スポーツ推進委員研究協議会第５３回全国スポーツ推進委員研究協議会    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

長崎県長崎市長崎県長崎市長崎県長崎市長崎県長崎市        

１２１２１２１２    １１１１    

１１１１    

８８８８    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

第４回広報委員会第４回広報委員会第４回広報委員会第４回広報委員会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第５回事業・研修委員会第５回事業・研修委員会第５回事業・研修委員会第５回事業・研修委員会            （午後）（午後）（午後）（午後）    

第６回執行部会第６回執行部会第６回執行部会第６回執行部会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

さいたま市内さいたま市内さいたま市内さいたま市内    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

１１１１    

    

１２１２１２１２    

１９１９１９１９    

２６２６２６２６    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

第５回広報委員会第５回広報委員会第５回広報委員会第５回広報委員会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第６回事業・研第６回事業・研第６回事業・研第６回事業・研修委員会修委員会修委員会修委員会                （午前）（午前）（午前）（午前）    

第５回総務委員会第５回総務委員会第５回総務委員会第５回総務委員会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

２２２２    ２２２２    土土土土    第２回研修会第２回研修会第２回研修会第２回研修会                                            （１日）（１日）（１日）（１日）    スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ    

３３３３    ９９９９    

２２２２２２２２    

２３２３２３２３    

土土土土    

金金金金    

土土土土    

第７回執行部会第７回執行部会第７回執行部会第７回執行部会                            （午前）（午前）（午前）（午前）    

第６回総務委員会第６回総務委員会第６回総務委員会第６回総務委員会                        （午後）（午後）（午後）（午後）    

第３回理事会第３回理事会第３回理事会第３回理事会                                    （午前）（午前）（午前）（午前）                    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    

スポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センタースポーツ総合センター    205205205205・・・・6666    

＜関東＞＜関東＞＜関東＞＜関東＞        ・関東スポーツ推進委員・関東スポーツ推進委員・関東スポーツ推進委員・関東スポーツ推進委員研究大会（長野県松本市）６月１・２日（金・土）研究大会（長野県松本市）６月１・２日（金・土）研究大会（長野県松本市）６月１・２日（金・土）研究大会（長野県松本市）６月１・２日（金・土）        

                        ・関東スポーツ推進委員・関東スポーツ推進委員・関東スポーツ推進委員・関東スポーツ推進委員協議会理事会・協議会理事会・協議会理事会・協議会理事会・総会総会総会総会    ６月１日６月１日６月１日６月１日    

                        ・第１回女性委員会・第１回女性委員会・第１回女性委員会・第１回女性委員会    ５月１６日５月１６日５月１６日５月１６日    ・第２回女性委員会・第２回女性委員会・第２回女性委員会・第２回女性委員会    ・・・・関東スポーツ推進委員理事会関東スポーツ推進委員理事会関東スポーツ推進委員理事会関東スポーツ推進委員理事会 2222 月月月月    

＜全国＞＜全国＞＜全国＞＜全国＞        ・全国連合・全国連合・全国連合・全国連合    理事会・総会理事会・総会理事会・総会理事会・総会            ６月４日（月）６月４日（月）６月４日（月）６月４日（月）    

・理事会・理事会・理事会・理事会（第（第（第（第 1111 回）回）回）回）、総会、総会、総会、総会        平成平成平成平成２４２４２４２４年６月年６月年６月年６月４４４４日（日（日（日（日日日日））））（国立オリンピック記念総合センタ（国立オリンピック記念総合センタ（国立オリンピック記念総合センタ（国立オリンピック記念総合センター）ー）ー）ー）    

・・・・理事会理事会理事会理事会（第（第（第（第 2222 回）回）回）回）                    平成平成平成平成２２２２５５５５年３月１日（年３月１日（年３月１日（年３月１日（金金金金）（国立オリンピック記念総合センター））（国立オリンピック記念総合センター））（国立オリンピック記念総合センター））（国立オリンピック記念総合センター）    


