
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

日日日日    時時時時            平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年５５５５月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（土土土土））））    

        ・・・・受受受受    付付付付                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                １１１１００００：：：：３０３０３０３０～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

    

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    

URL  URL  URL  URL  http://www.saihttp://www.saihttp://www.saihttp://www.sai----sposuikyo.jpsposuikyo.jpsposuikyo.jpsposuikyo.jp    

 

 

 

平平平平    成成成成    ２２２２    ５５５５    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    



 

 

 

【 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２４年度事業報告・収支決算報告 

        （２）監査報告 

（３）一部役員改選 

        （４）平成２５年度事業計画（案）予算（案） 

        （５）平成２５年度各表彰（関東・全国） 

        （６）専門委員会 

        （７）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    事業報告事業報告事業報告事業報告    

（平成２４年４月～２５（平成２４年４月～２５（平成２４年４月～２５（平成２４年４月～２５年３月）年３月）年３月）年３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                                                

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                                        

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センスポーツ総合センスポーツ総合センスポーツ総合センター内ター内ター内ター内    ３３３３FFFF        

５５５５    １２１２１２１２    

１２１２１２１２    

２３２３２３２３    

２６２６２６２６    

２６２６２６２６    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

((((新･旧新･旧新･旧新･旧) ) ) ) 第１回理事会・第２回執行部会第１回理事会・第２回執行部会第１回理事会・第２回執行部会第１回理事会・第２回執行部会                            

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会・・・・選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会                                    

第２回総務委員会第２回総務委員会第２回総務委員会第２回総務委員会                                

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                                

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                                

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スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    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    講堂講堂講堂講堂    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

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 146146146146 名名名名    

第３回執第３回執第３回執第３回執行部会行部会行部会行部会                                

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・研修委員会第２回事業・研修委員会                    

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内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内        ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

７７７７    

    

    

７７７７    

７７７７    

２１２１２１２１    

２８２８２８２８    

土土土土    

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                                        

彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ                    13131313 名名名名    

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                                

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            128128128128 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    205205205205・・・・6666    

スポーツ総合センターアリーナスポーツ総合センターアリーナスポーツ総合センターアリーナスポーツ総合センターアリーナ    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    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    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                    スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

９９９９    

    

１１１１    

２６２６２６２６    

２９２９２９２９    

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                                    

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                                

第１回研修会第１回研修会第１回研修会第１回研修会                                    130130130130 名名名名    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF        

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    １３１３１３１３    

２０２０２０２０    

土土土土    

土土土土    

第４回事業・研修委員会（総・広第４回事業・研修委員会（総・広第４回事業・研修委員会（総・広第４回事業・研修委員会（総・広    出席）出席）出席）出席）            

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                                    （総・出席）（総・出席）（総・出席）（総・出席）                    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

１１１１１１１１    １０１０１０１０    

２４２４２４２４    

29292929・・・・30303030    

土土土土    

土土土土    

木・木・木・木・金金金金    

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                                

臨時事業研修委員会臨時事業研修委員会臨時事業研修委員会臨時事業研修委員会    

第５３回全国スポ推進研究協議会第５３回全国スポ推進研究協議会第５３回全国スポ推進研究協議会第５３回全国スポ推進研究協議会            95959595 名名名名    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

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                                

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                

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                                

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

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内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

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                                

第６回事業・研修委員会第６回事業・研修委員会第６回事業・研修委員会第６回事業・研修委員会                    

第５回総務委員会第５回総務委員会第５回総務委員会第５回総務委員会                        

スポーツ総スポーツ総スポーツ総スポーツ総合センター内合センター内合センター内合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

２２２２    ２２２２    

１６１６１６１６    

土土土土    

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                                        131131131131 名名名名    

臨時広報委員会臨時広報委員会臨時広報委員会臨時広報委員会    

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    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内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

３３３３    ９９９９    

    ２３２３２３２３    

２４２４２４２４    

土土土土    

土土土土    

日日日日    

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                                

第３回理事会第３回理事会第３回理事会第３回理事会                                        

彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ                                15151515 名名名名                        

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

スポーツ総合センターアリーナスポーツ総合センターアリーナスポーツ総合センターアリーナスポーツ総合センターアリーナ    

＜関東＞＜関東＞＜関東＞＜関東＞    ・関東ス・関東ス・関東ス・関東スポーツ推進委員研究大会（長野県松本市）平成２４年６月１・２日（金・土）ポーツ推進委員研究大会（長野県松本市）平成２４年６月１・２日（金・土）ポーツ推進委員研究大会（長野県松本市）平成２４年６月１・２日（金・土）ポーツ推進委員研究大会（長野県松本市）平成２４年６月１・２日（金・土）        

                            ・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会        平成２４年６月１日平成２４年６月１日平成２４年６月１日平成２４年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    平成２４年５月１６日・第２回女性委員会平成２４年５月１６日・第２回女性委員会平成２４年５月１６日・第２回女性委員会平成２４年５月１６日・第２回女性委員会    平成２４年１２月１３・１４日平成２４年１２月１３・１４日平成２４年１２月１３・１４日平成２４年１２月１３・１４日    

                                                ・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    平成２５年２月１３日（水）平成２５年２月１３日（水）平成２５年２月１３日（水）平成２５年２月１３日（水）                                                            

＜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    平成２４年６月４日（月）平成２４年６月４日（月）平成２４年６月４日（月）平成２４年６月４日（月）    

・スポーツ推進委員リーダ養成講習会・スポーツ推進委員リーダ養成講習会・スポーツ推進委員リーダ養成講習会・スポーツ推進委員リーダ養成講習会    平成２５年２月１５・１６日平成２５年２月１５・１６日平成２５年２月１５・１６日平成２５年２月１５・１６日    （２名出席）（２名出席）（２名出席）（２名出席）        

・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    平成２５年３月５日（火）平成２５年３月５日（火）平成２５年３月５日（火）平成２５年３月５日（火）    



    

    

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    埼玉県スポーツ推進委員協議会埼玉県スポーツ推進委員協議会埼玉県スポーツ推進委員協議会埼玉県スポーツ推進委員協議会    事業計画事業計画事業計画事業計画    

（平成２５年４月～平成２６（平成２５年４月～平成２６（平成２５年４月～平成２６（平成２５年４月～平成２６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    ２０２０２０２０    

２０２０２０２０    

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回第１回第１回第１回    執行部会執行部会執行部会執行部会                                                                    （午後（午後（午後（午後））））    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

５５５５    ６６６６    

６６６６    

１１１１１１１１    

１１１１１１１１    

１９１９１９１９    

２５２５２５２５    

２５２５２５２５    

２６２６２６２６    

月月月月    

月月月月    

土土土土    

土土土土    

日日日日    

土土土土    

土土土土    

日日日日    

選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会（各種表彰推薦）（各種表彰推薦）（各種表彰推薦）（各種表彰推薦）                （午前）（午前）（午前）（午前）    

第２回第２回第２回第２回    執行部会執行部会執行部会執行部会                                        （午（午（午（午後後後後））））    

第１回第１回第１回第１回    理事会理事会理事会理事会    （新・旧）（新・旧）（新・旧）（新・旧）                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

専門委員会（総務・広報・専門委員会（総務・広報・専門委員会（総務・広報・専門委員会（総務・広報・事業事業事業事業研修）研修）研修）研修）（午後）（午後）（午後）（午後）    

スポーツフェスポーツフェスポーツフェスポーツフェアアアア（体協・武道館まつり（体協・武道館まつり（体協・武道館まつり（体協・武道館まつり) ) ) ) （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１第１第１第１回回回回    広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会                                    （午後）（午後）（午後）（午後）    

スポーツフェステバルスポーツフェステバルスポーツフェステバルスポーツフェステバル 2013201320132013            北部支部北部支部北部支部北部支部    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    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    205205205205・・・・6666 研修室研修室研修室研修室    

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 研修室研修室研修室研修室    

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    アリーナアリーナアリーナアリーナ        

ススススポーツ総合センターポーツ総合センターポーツ総合センター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内内内内    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

熊谷スポーツ文化公園熊谷スポーツ文化公園熊谷スポーツ文化公園熊谷スポーツ文化公園    

６６６６    

    

２２２２    

８８８８    

７・７・７・７・8888    

１５１５１５１５    

２９２９２９２９    

２９２９２９２９    

日日日日    

土土土土    

金土金土金土金土    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ    ((((支援支援支援支援))))            （１日）（１日）（１日）（１日）    

彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ    ((((支援支援支援支援))))            （（（（1111 日）日）日）日）    

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回第３回第３回第３回    執行部会執行部会執行部会執行部会                                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第第第第１１１１回回回回    事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第１回第１回第１回第１回    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会                                    （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    アリーナアリーナアリーナアリーナ    

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    アリーナアリーナアリーナアリーナ    

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    横浜市横浜市横浜市横浜市    県民ホール県民ホール県民ホール県民ホール                            

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    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    205205205205・・・・6666 研修室研修室研修室研修室    

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 研修室研修室研修室研修室    

７７７７    

    

６６６６    

２０２０２０２０    

土土土土    

土土土土    

第２回第２回第２回第２回    理事会理事会理事会理事会                                                （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 研修室研修室研修室研修室    

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・アリーナアリーナアリーナアリーナ    

８８８８    ３３３３    

３３３３    

土土土土    

土土土土    

第第第第２２２２回回回回    事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第２回第２回第２回第２回    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会                                （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            202 202 202 202 研修室研修室研修室研修室    

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            202 202 202 202 研修室研修室研修室研修室    

９９９９    

    

    

    

７７７７    

２１２１２１２１    

２１２１２１２１    

２８２８２８２８    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

第４回第４回第４回第４回    執行部会執行部会執行部会執行部会                                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第第第第３３３３回回回回    事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第第第第３３３３回回回回    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会                                    （午前（午前（午前（午前））））    

第１回第１回第１回第１回    研修会研修会研修会研修会                                                    （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内内内内    ３３３３F F F F     

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・講堂・講堂・講堂・アリーナアリーナアリーナアリーナ    

１０１０１０１０    １９１９１９１９    土土土土    第第第第２２２２回回回回    広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会                                    （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内内内内    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

１１１１１１１１    １６１６１６１６    

21212121・・・・22222222    

３０３０３０３０    

土土土土    

木木木木・・・・金金金金    

土土土土    

第５回第５回第５回第５回    執行部会執行部会執行部会執行部会                                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第第第第５４５４５４５４回回回回    全国スポーツ推進委員研究協議会全国スポーツ推進委員研究協議会全国スポーツ推進委員研究協議会全国スポーツ推進委員研究協議会    

第３回第３回第３回第３回    広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会                                （午前）（午前）（午前）（午前）    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３３３３FFFF    

和歌山県和歌山市和歌山県和歌山市和歌山県和歌山市和歌山県和歌山市    和歌山ﾋﾞｯｸﾎｴｰﾙ和歌山ﾋﾞｯｸﾎｴｰﾙ和歌山ﾋﾞｯｸﾎｴｰﾙ和歌山ﾋﾞｯｸﾎｴｰﾙ    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

１２１２１２１２    ７７７７    

７７７７    

７７７７    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

第６回第６回第６回第６回    執行部会執行部会執行部会執行部会                                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

第第第第４４４４回回回回    事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会                        （午後（午後（午後（午後））））    

第第第第４４４４回回回回    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）    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

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    

H26H26H26H26    

１１１１    

    

１１１１１１１１    

１１１１１１１１    

１８１８１８１８    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

第第第第５回５回５回５回    事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会事業・研修委員会                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第第第第５５５５回回回回    総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会                                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

第第第第４４４４回回回回    広報広報広報広報委員会委員会委員会委員会                                    （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    １１１１    

１５１５１５１５    

土土土土    

土土土土    

第２回第２回第２回第２回    研修会研修会研修会研修会                                                （１日）（１日）（１日）（１日）    

第５回第５回第５回第５回    広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会                                （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・講堂・講堂・講堂・アリーナアリーナアリーナアリーナ    

スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内スポーツ総合センター内        ３３３３FFFF    

３３３３    ８８８８    

２２２２２２２２    

土土土土    

土土土土    

第７回第７回第７回第７回    執行部会執行部会執行部会執行部会                                        （午前）（午前）（午前）（午前）    

第３回第３回第３回第３回    理事会理事会理事会理事会                                        （午前（午前（午前（午前））））    

スポーツ総スポーツ総スポーツ総スポーツ総合センター内合センター内合センター内合センター内        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    205205205205・・・・6666 研修室研修室研修室研修室    

    



    

    

＜関東スポーツ推進委員協議会＜関東スポーツ推進委員協議会＜関東スポーツ推進委員協議会＜関東スポーツ推進委員協議会＞＞＞＞    

                                        ・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会    平成２５年６月７日（金）平成２５年６月７日（金）平成２５年６月７日（金）平成２５年６月７日（金）    

・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    平成２５年６月７日（金）・第２回女性委員会平成２５年６月７日（金）・第２回女性委員会平成２５年６月７日（金）・第２回女性委員会平成２５年６月７日（金）・第２回女性委員会    平成２５年１０月予定平成２５年１０月予定平成２５年１０月予定平成２５年１０月予定    

・関東スポーツ推進委員協議会理事会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・関東スポーツ推進委員協議会理事会・関東スポーツ推進委員協議会理事会    平成２６年２月予定（群馬県）平成２６年２月予定（群馬県）平成２６年２月予定（群馬県）平成２６年２月予定（群馬県）    

・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    平成２６年６月１３・１４日（平成２６年６月１３・１４日（平成２６年６月１３・１４日（平成２６年６月１３・１４日（アルソック群馬アリーナ）アルソック群馬アリーナ）アルソック群馬アリーナ）アルソック群馬アリーナ）    

    

    

＜全国＜全国＜全国＜全国スポーツ推進委員スポーツ推進委員スポーツ推進委員スポーツ推進委員連合＞連合＞連合＞連合＞    

・・・・理事会（第１回）理事会（第１回）理事会（第１回）理事会（第１回）        総会総会総会総会    平成２５年６月平成２５年６月平成２５年６月平成２５年６月    ４日（４日（４日（４日（火）国立オリンピック記念総合センター火）国立オリンピック記念総合センター火）国立オリンピック記念総合センター火）国立オリンピック記念総合センター    

・理事会（第２回）・理事会（第２回）・理事会（第２回）・理事会（第２回）    平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月        日（日（日（日（        ））））            

・・・・ファミリー健康体力向上ファミリー健康体力向上ファミリー健康体力向上ファミリー健康体力向上委託事業委託事業委託事業委託事業    体力測定会体力測定会体力測定会体力測定会        埼玉県内埼玉県内埼玉県内埼玉県内５支部５支部５支部５支部    

（さいたま市支部（さいたま市支部（さいたま市支部（さいたま市支部    ・・・・    南部支部南部支部南部支部南部支部    ・・・・    西部支部西部支部西部支部西部支部    ・・・・    北部支部北部支部北部支部北部支部    ・・・・    東部支部東部支部東部支部東部支部    ））））    

        

    


