平 成 ２５ 年 度 月 別 事 業 計 画
※セルラー：沖縄セルラースタジアム那覇

月

期 日
11(木)～12(金)

諸

会

議

第１回九州地区体育協会連絡協議会（福岡県）

期 日
23 (火)

国民体育大会関係
※ 九ブロ夏季参加申込期限 （カヌーSWW 県体協）

19 （金） 加盟団体連絡会議（セルラー）

4

（カヌーSWW：福岡県5/2）

23 （火） 日本体育協会加盟事務局長会議（東京都）

期 日
21 (日)
24(水)～25(木)
25(木)～26(金)

23 （木） 第１回理事会（セルラー）
30（木）～3１(金)

26 （日） 九州ブロック夏季大会（カヌーSWW） ≪大分県≫

都道府県事務担当者会議（東京都）

9 （木）
18(土)～19(日)

5

スポーツ少年団・県民体育大会等

9 （火） 市町村ｽﾎﾟｰﾂ少年団事務担当者会議（セルラー）

ジュニアゴルフスクール（喜瀬カントリークラブ）
第１回九州ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟ少連絡協議会（沖縄県）
ｸﾗﾌﾞ育成ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（東京都）

ｽ少第１回常任委員会・委員総会、指導協委員総会（セルラー）

ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ兼認定員養成講習会（セルラー）

29 （水） 第1回日本ｽﾎﾟ少委員総会 （東京都）
29 （水） 全国ｽﾎﾟ少事務担当者会議 （東京都）

6 （木） 定時評議員会（武道館研修室）

14 （金） ※九ブロ夏季参加申込期限 （９競技：県体協）

26 （水） 日本体育協会評議員会 （東京都）
26 （水） 都道府県体育協会連合会総会（東京都）

（９競技：福岡県6/28）
21 （金） ※九ﾌﾞﾛ夏季参加申込期限 （水球：県体協）
（水球：福岡県7/5）

6

6(木)～7(金)

スポ安体連協第1回幹事会（秋田県）

14 （金） 第1回創設支援ｸﾗﾌﾞ担当者会議
14(金)～15(土)

20 （木)

全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者協議会（東京都）
ｽﾎﾟｰﾂ少年団 第２回常任委員会・第１回指導協運営委員会（武道館）

26 （水） 指導者育成委員会・スポーツ指導者協議会理事会（武道館）

未定

ｽﾎﾟｰﾂ振興協賛金合同会議 （未定）

24 （水） 日本体育協会第３回理事会（東京都）

4 （木） 九ﾌﾞﾛ夏季大会 監督会議（武道館研修室）

11 （木） 九州ブロックスポーツ少年大会役員会議（武道館会議室）

8 （月） 九ﾌﾞﾛ秋季参加申込期限（テニス他19競技） （県体協）

13 （土） 全国・九州ｽﾎﾟｰﾂ少年大会事前研修会（武道館会議室）

（テニス他19競技：福岡県7/26） 27(土)～30(火) 九州ブロックスポーツ少年大会 （渡嘉敷）

19～21

7

九州ブロック夏季大会（９競技） ≪福岡県≫

22 （月） 九ブロ秋季参加申込期限（バレー他3競技） （県体協）
（ﾊﾞﾚｰ他3競技：福岡県8/2）
27～28

九州ブロック夏季大会（水泳・水球） 《福岡県》

１ （木） 九ﾌﾞﾛ秋季大会 監督会議 （武道館研修室）
9 （金） ※国体第一次参加申込期限
（水泳他9競技：日体協8/22）

8

16～25

九州ブロック大会秋季大会（テニス他１３競技）≪福岡県≫

23 （金） ※国体第二次参加申込期限
（柔道：日体協8/28）
（陸上競技他28競技：日体協9/4）

未定

ジュニアゴルファー指導者・保護者向け講習会

月

期 日

諸

会

期 日

議

11(水)～15(日)

9

国民体育大会関係
第68回国民体育大会《東京都：水泳》

期 日
15(日)～16(月)

スポーツ少年団・県民体育大会等
ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ兼認定員養成講習会（武道館）

13 （金） 国体監督会議（奥武山プール会議室）
20 （金） 第68回国体県選手団結団式（セルラーパーク那覇）
28(土)～
10/8(火)

10

第68回国民体育大会《東京都》

17 （木） 第２回理事会（武道館会議室）
未定
資金造成ゴルフ大会（未定）

18 （金） ※県民体育大会参加申込期限
19(土)～20(日)

県スポーツレクリエーション祭

25 （金） スポーツ指導者協議会理事会
30 （水） ｽﾎﾟｰﾂ少年団常任委員会・指導協運営委員会（武道館会議室）
31(木)～11/1

14(木)～15(金) 第２回九州地区体育協会連絡協議会 （熊本県）

5 (火） ※九ブロ(ｱｲｽﾎｯｹｰ）参加申込期限 （県体協）

13 （水） 日本体育協会第４回理事会（東京都）

11

21(木)～22(金) 体育協会西地区事務局長研修会(愛媛県）

4(水)～6(金)

12

(ｱｲｽﾎｯｹｰ：福岡県11/15）
8 （金） 国体報告会・入賞者表彰式（ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾃﾙ）

都道府県体育協会事務局職員研修会（長崎県）

7（土）～8（日）

九州ﾌﾞﾛｯｸ冬季大会(ｱｲｽﾎｯｹｰ） ≪福岡県≫

6 （金） 県体協表彰審査部会

スポ安九州ブロック支部会議（長崎県）

1 （金） 県民体育大会代表者会議・抽選会（武道館会議室）
1 （金） 第６５回沖縄県民体育大会ゴルフ競技（沖縄カントリー）
9(土)～10(日) 九州ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟ少指導者研究協議会（沖縄県）
9（土）～10（日）

総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ九州ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（佐賀県）

21(木)～22(金)

スポ安体連協第2回幹事会・研究協議会（岐阜県）

23(土)～24(日)

第６５回県民体育大会（那覇地区）

7(土)～8(日)

ｽﾎﾟ少ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰｽｸｰﾙ（糸満青少年の家）

13 （金） 全国ｽﾎﾟｰﾂ指導者連絡会議 （東京都）
14 （土） 公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者全国研修会 （東京都）
28(土)～29(日)

9 （木） 第3回理事会（武道館会議室）

1

22 (水） 第69回国体冬季大会結団式（武道館研修室）

15 （水） 日本体育協会第５回理事会（東京都）

28(火)～2/2(日)

第69回国体冬季大会（ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ）《栃木県》

21(金)～24(月)

第69回国体冬季大会（スキー）《山形県》

第６５回県民体育大会ｽｷｰ競技会（北海道）

23 （木） 指導者育成委員会・ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会理事会（武道館）
23(木)～24(金)

日本ｽﾎﾟ少年団九州ﾌﾞﾛｯｸ会議（沖縄県）

17 （金） 平成25年県体育協会表彰式（ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾃﾙ）
〃

平成26年沖縄県スポーツ新春のつどい（

〃

)

30 （木） 競技力向上対策研修会（教育ｾﾝﾀｰ）
9 (日)

第６５回県民体育大会ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会

14 （金） 第2回創設支援ｸﾗﾌﾞ担当者会議

2

16 （日） 県ｽﾎﾟｰﾂ指導者研修会・総会（未定）

7 （金） 第4回理事会（武道館会議室）
12 （水） 日本体育協会第６回理事会（東京都）

3

20 （木） 臨時評議員会（武道館研修室）
26 （水） 日本体育協会臨時評議員会（東京都）

19 （水） ｽﾎﾟｰﾂ少年団委員総会・指導者協議会総会（武道館）
未定
ジュニアゴルフスクール
上旬
スポーツ安全協会全国支部長会議（東京都）
2 （日） スポーツ少年団指導者研修会（武道館研修室）
6 （木） 第2回日本ｽﾎﾟ少委員総会 （東京都）
10 （月） 指導者育成委員会・ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会理事会（武道館）
未定
スポ安体連協第３回役員会（那覇市内）

