
    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平平平平    成成成成    ２２２２７７７７    年年年年    度度度度    

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    

評評評評    議議議議    員員員員    会会会会    

日日日日    時時時時                平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年５５５５月月月月２３２３２３２３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        10101010：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000    

会会会会    場場場場                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    

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                            

    ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ    ｈｔｔｐ：ｈｔｔｐ：ｈｔｔｐ：ｈｔｔｐ：////////ｗｗｗ．ｓａｉ－ｓｐｏｓｕｉｋｙｏ．ｊｐｗｗｗ．ｓａｉ－ｓｐｏｓｕｉｋｙｏ．ｊｐｗｗｗ．ｓａｉ－ｓｐｏｓｕｉｋｙｏ．ｊｐｗｗｗ．ｓａｉ－ｓｐｏｓｕｉｋｙｏ．ｊｐ    



 

【表彰式及び評議員会】 

 

＜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  

3.  来賓あいさつ  埼玉県県民生活部スポーツ振興課 

4.  表 彰 式  功労賞・20 年勤続賞 

5.  受 賞 者 謝 辞   

＜ 記 念 撮 影 ＞ 

6.  評 議 員 会  定足数  

議長選出  ①規約 第 10-2 項による ②書記任命 

7.  議 題 

① 平成２６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２７年度 負担金について 

⑤ 平成２７年度 事業計画（案）、収支予算（案） 

⑥ 平成２７年度 各種表彰推薦（関東・全国） 

⑦ そ の 他 

8.  議 長 解 任 

9.  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２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６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    事業事業事業事業報告報告報告報告    

                                                                                                    （平成（平成（平成（平成２６２６２６２６年４月～年４月～年４月～年４月～２７２７２７２７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    １９１９１９１９    

１９１９１９１９    

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    

５５５５    ７７７７    

１７１７１７１７    

１７１７１７１７    

１８１８１８１８    

２４２４２４２４    

２５２５２５２５    

３１３１３１３１    

水水水水    

土土土土    

土土土土    

日日日日    

土土土土    

日日日日    

土土土土    

第２回執行部会（選考委員会）第２回執行部会（選考委員会）第２回執行部会（選考委員会）第２回執行部会（選考委員会）        

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

第１回専門委員会（総務・広報・事業研修）第１回専門委員会（総務・広報・事業研修）第１回専門委員会（総務・広報・事業研修）第１回専門委員会（総務・広報・事業研修）                

スポーツフェアスポーツフェアスポーツフェアスポーツフェア                    南部支部南部支部南部支部南部支部    22222222 名名名名    

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        （功労賞・（功労賞・（功労賞・（功労賞・20202020 年勤続）年勤続）年勤続）年勤続）    

ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 2014201420142014                    東部支部東部支部東部支部東部支部    27272727 名名名名    

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            南部支部南部支部南部支部南部支部        60606060 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    内内内内    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    301301301301    

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    301301301301    

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    講堂講堂講堂講堂    

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            

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

６６６６    

    

    １１１１    

    ７７７７    

    ７７７７    

    ８８８８    

13131313・・・・14141414    

２１２１２１２１    

日日日日    

土土土土    

土土土土    

日日日日    

金・土金・土金・土金・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                    西部支部西部支部西部支部西部支部    61616161 名名名名    

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                            

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                    

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                西部支部西部支部西部支部西部支部        55555555 名名名名    

関東スポーツ推進委員研究大会群馬大会関東スポーツ推進委員研究大会群馬大会関東スポーツ推進委員研究大会群馬大会関東スポーツ推進委員研究大会群馬大会 206206206206 名名名名    

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                                

スポーツ総合センターアリーナ・武道館スポーツ総合センターアリーナ・武道館スポーツ総合センターアリーナ・武道館スポーツ総合センターアリーナ・武道館        

スポーツ総合センター内３スポーツ総合センター内３スポーツ総合センター内３スポーツ総合センター内３FFFF    

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    204204204204        

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    

群馬県総合スポーツセンター群馬県総合スポーツセンター群馬県総合スポーツセンター群馬県総合スポーツセンター                                            

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

７７７７    

    

１２１２１２１２    

２６２６２６２６    

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                            

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                112112112112 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    301301301301    

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    5555    

7777    

火火火火    

木木木木    

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                                3333 名名名名    

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                                3333 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    測定室測定室測定室測定室    

上尾陸上競技場上尾陸上競技場上尾陸上競技場上尾陸上競技場    

９９９９    

    

        ６６６６    

25252525・・・・26262626    

    土土土土    

木・金木・金木・金木・金    

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    

第第第第 55555555 回全国ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研究協議会岩手大会回全国ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研究協議会岩手大会回全国ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研究協議会岩手大会回全国ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研究協議会岩手大会 120120120120 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    

岩手県盛岡市アイスアリー岩手県盛岡市アイスアリー岩手県盛岡市アイスアリー岩手県盛岡市アイスアリーナナナナ    

１０１０１０１０    １８１８１８１８    

２５２５２５２５    

土土土土    

土土土土    

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                            

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    201201201201    

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    

１１１１１１１１            ８８８８    

２２２２２２２２    

２９２９２９２９    

土土土土    

    土土土土    

    土土土土    

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                                

５０周年記念事業５０周年記念事業５０周年記念事業５０周年記念事業                                    538538538538 名名名名    

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                            

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    

上尾市文化センター上尾市文化センター上尾市文化センター上尾市文化センター    大ホール大ホール大ホール大ホール    

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    

１２１２１２１２        ６６６６        土土土土    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    

１１１１    

    

１７１７１７１７    

１７１７１７１７    

１７１７１７１７    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

臨時臨時臨時臨時執行部会執行部会執行部会執行部会    

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４回広報委員会                            

第４回事業研修委員会第４回事業研修委員会第４回事業研修委員会第４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    301301301301    

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    3 F3 F3 F3 F    

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    204204204204    

２２２２    ７７７７    

２１２１２１２１    

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    

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            西部支部西部支部西部支部西部支部    28282828 名名名名                

ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ講堂・ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ講堂・ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ講堂・ｽﾎﾟｰﾂ総合ｾﾝﾀｰ講堂・武道館武道館武道館武道館    

総合ｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ・総合ｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ・総合ｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ・総合ｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ・上尾陸上競技場上尾陸上競技場上尾陸上競技場上尾陸上競技場    

３３３３    ７７７７    

２８２８２８２８    

土土土土    

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                                

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

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    内ミー内ミー内ミー内ミーティング室ティング室ティング室ティング室    



平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７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２７年４月～２８年３月）（平成２７年４月～２８年３月）（平成２７年４月～２８年３月）（平成２７年４月～２８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    １８１８１８１８    

１８１８１８１８    

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        ３３３３FFFF    

５５５５    ９９９９    

１６１６１６１６    

１６１６１６１６    

１７１７１７１７    

２３２３２３２３    

２３２３２３２３    

30303030・・・・31313131    

３１３１３１３１    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

日日日日    

土土土土    

土土土土    

土・日土・日土・日土・日    

日日日日    

第２回執行部会（選考委員会）第２回執行部会（選考委員会）第２回執行部会（選考委員会）第２回執行部会（選考委員会）        （午前・午後）（午前・午後）（午前・午後）（午前・午後）                    

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

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

スポーツフェアスポーツフェアスポーツフェアスポーツフェア 2015201520152015                                        （西部支部）（西部支部）（西部支部）（西部支部）    

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）    

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                                                            （午後）（午後）（午後）（午後）    

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        （さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）    

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 2015  2015  2015  2015                  （西部支部）（西部支部）（西部支部）（西部支部）    

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    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    ３０１３０１３０１３０１    

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        ミーティング室ミーティング室ミーティング室ミーティング室    

スポーツ総合センター・武道館スポーツ総合センター・武道館スポーツ総合センター・武道館スポーツ総合センター・武道館    

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    204204204204        

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    

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    

    

５・６５・６５・６５・６    

１３１３１３１３    

１４１４１４１４    

２０２０２０２０    

２０２０２０２０    

金・土金・土金・土金・土    

土土土土    

日日日日    

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    （千葉大会）（千葉大会）（千葉大会）（千葉大会）    

第２回事業研修員会第２回事業研修員会第２回事業研修員会第２回事業研修員会                                                    （午前）（午前）（午前）（午前）    

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        （さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）                    

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）    

千葉県千葉市（総合スポーツセンター）千葉県千葉市（総合スポーツセンター）千葉県千葉市（総合スポーツセンター）千葉県千葉市（総合スポーツセンター）                                            

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    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    

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    

    

１１１１１１１１    

２５２５２５２５    

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）    

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    301301301301    

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    ５５５５    

８８８８    

水水水水    

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        （さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）    

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    

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    

    

５５５５    

５５５５    

５５５５    

５５５５    

２６２６２６２６    

土土土土    

土土土土    

土土土土    

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）    

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    講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ講堂・アリーナ    

１１１１１１１１    ７７７７    

12121212・・・・13131313    

２８２８２８２８    

土土土土    

木・金木・金木・金木・金    

    土土土土    

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５６回全国スポーツ推進委員研究協議会第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会            

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    

愛媛県松山市愛媛県松山市愛媛県松山市愛媛県松山市    （愛媛武道館）（愛媛武道館）（愛媛武道館）（愛媛武道館）    

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    

１２１２１２１２    ５５５５    

５５５５    

    土土土土    

    土土土土    

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）    

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                                                （外）（外）（外）（外）    

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    

１１１１    １６１６１６１６    

１６１６１６１６    

１６１６１６１６    

    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７回事業研修員会第７回事業研修員会第７回事業研修員会第７回事業研修員会                                                    （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）        

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    ６６６６    

１３１３１３１３    

１３１３１３１３        

中旬中旬中旬中旬    

    土土土土    

    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                                                                            （１日）（１日）（１日）（１日）    

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

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        （さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）（さいたま市・東部支部）    

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        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    

３３３３    ５５５５    

２６２６２６２６    

土土土土    

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                301301301301    

＊セミナー・研修会 実施時「全国連合設立４０周年記念」「全国連合設立４０周年記念」「全国連合設立４０周年記念」「全国連合設立４０周年記念」を事業名の前に冠をつける。 

 



 

＜関東＞  ・全国連合設立４０周年記念・全国連合設立４０周年記念・全国連合設立４０周年記念・全国連合設立４０周年記念 関東スポーツ推進委員研究大会  千葉大会  

（千葉県・総合スポーツセンター）６月５・６日（金・土）  

          ・関東スポーツ推進委員協議会理事会・総会 ６月５日 

          ・第１回女性委員会 ５月１５日（金） 

・第２回女性委員会 平成２８年１月２３・２４日（土・日）  

             ・関東スポーツ推進委員理事会 ２８年２月 

＜全国＞  ・全国連合 理事会・総会 ３月 ５日（木）国立オリンピック記念青少年総合センター 

        ・全国連合定時総会    ６月  ４日（木）国立オリンピック記念青少年総合センター 

        ・全国連合設立４０周年記念・全国連合設立４０周年記念・全国連合設立４０周年記念・全国連合設立４０周年記念    第５６回全国スポーツ推進委員研究協議会 

（愛媛県松山市・愛媛武道館）１１月１２・１３日（木・金） 

    


