
内　　　　容 期　　　日 会　　　場 備　　　　　考

第８回陸上競技記録会
　第２回実行委員会

　４月　５日（木） 海洋センター ポスター確認、大会申込書確認、他

第３２回ウォークラリー大会
　第４回実行委員会 　４月１３日（金） 海洋センター

参加者人数報告、
役員配置確認、他

常任理事会 　４月１７日（火） 海洋センター ４月理事会資料審議、他

ウォークラリー大会前日準備 　４月２１日（土） 市役所
運営役員説明会、
テント設営、開会式準備

第３２回鶴ヶ島市民
　ウォークラリー大会

　４月２２日（日） 市役所 参加者：１０８組（３３３人）

会計監査 　４月２４日（火） 海洋センター 平成２９年度会計監査

４月理事会 　４月２６日（木） 市役所 総会議案審議、他

常任理事会 　５月　８日（火） 海洋センター 総会準備、他

特定非営利活動法人
　鶴ヶ島市体育協会総会

　５月１９日（土） 市役所 平成３０年度総会

ウォークラリー大会反省会 　５月２４日（木） 海洋センター ウォークラリー大会意見交換

常任理事会 　５月２９日（火） 海洋センター 市民体育祭開催説明会打ち合せ、他

第６９回市民体育祭
　自治会長開催説明会

　６月　６日（水） 市役所 自治会長等への説明会

第８回陸上競技記録会
　第３回実行委員会

　６月　８日（金） 海洋センター 参加者状況、役員配置、他

第８回鶴ヶ島市民
　陸上競技記録会

　６月２４日（日）
川越運動公園
　陸上競技場 参加者：１５９人（延べ２７８人）

６月理事会 　６月２８日（木） 海洋センター
支部・団体助成金、補助事業、
特別助成金等の交付、他

常任理事会 　６月２８日（木）
海洋センター
※理事会終了後

バレーボール教室、
市民体育祭第１回実行委員会打ち合せ、他

市民体育祭
　第１回実行委員会

　７月　４日（水） 市役所 実行委員会の組織・役割、他

ステップアップ研修会
　「バレーボール教室」

　７月　８日（日） 西中学校体育館 参加者：１３１人

陸上競技記録会反省会 　７月１２日（木） 海洋センター 陸上競技記録会意見交換

常任理事会 　７月１９日（木） 海洋センター
市民体育祭
第２回実行委員会打ち合せ、他

市民体育祭
　第２回実行委員会

　７月２５日（水） 市役所 運営役員選出、プログラム、賞品、他

夏休み体操教室① 　８月　１日（水） 海洋センター 参加者：２８人（午前１３人、午後１５人）

夏休み体操教室② 　８月　２日（木） 海洋センター 参加者：２９人（午前１５人、午後１４人）

夏休み体操教室③ 　８月　３日（金） 海洋センター 参加者：２７人（午前１３人、午後１４人）
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夏休み体操教室④ 　８月　７日（火） 海洋センター 参加者：２８人（午前１３人、午後１５人）

常任理事会 　８月　７日（火） 海洋センター
市民体育祭
第３回実行委員会打ち合せ、他

夏休み体操教室⑤ 　８月　９日（木 ） 海洋センター 参加者：３０人（午前１４人、午後１６人）

綱引き大会
　第１回実行委員会

　８月１７日（金） 市役所 大会要項、役員体制、予算、他

市民体育祭
　第３回実行委員会

　８月２２日（水） 市役所 賞品、プログラム配付、参加者募集、他

常任理事会 　９月１１日（火） 海洋センター 市民体育祭運営役員説明会打ち合せ、他

綱引き大会
　第２回実行委員会

　９月２０日（木） 市役所 ポスター原案、役割担当、他

市民体育祭
　運営役員説明会

　９月３０日（日） 市役所
３会場ごとに（時間割り振り）
競技種目説明書詳細説明、他

市民体育祭前日準備 １０月　６日（土）
鶴ヶ島第一小学校、
藤小学校、西中学校

前日準備

第６９回
　鶴ヶ島市民体育祭

１０月　７日（日）
鶴ヶ島第一小学校、
藤小学校、西中学校 参加者：１１，０８８人

常任理事会 １０月１６日（火） 海洋センター
市民体育祭反省会報告、
秋のスポーツフェスティバル、他

市民体育祭反省会 １０月２０日（土） 市役所 市民体育祭意見交換

第３６回駅伝競走大会
　第１回実行委員会

１０月２５日（木） 海洋センター 大会要項、役員体制、予算、他

秋スポ前日準備 １１月　３日（土） 運動公園 後援事業（健康マラソン部門担当）

秋のスポーツ
　フェスティバル２０１８

１１月　４日（日） 運動公園 後援事業（健康マラソン部門担当）

ヨガ教室① １１月　８日（木） 海洋センター 参加者：３２人

ヨガ教室② １１月１２日（月） 海洋センター 参加者：２３人

常任理事会 １１月１３日（火 ） 海洋センター
駅伝競走大会
第２回実行委員会打ち合せ、他

ヨガ教室③ １１月１５日（木） 海洋センター 参加者：２６人

ヨガ教室④ １１月１８日（日） 海洋センター 参加者：２６人

第３６回駅伝競走大会
　第２回実行委員会

１１月２０日（火 ） 海洋センター 参加申込書、運営役員協力依頼、他

常任理事会 １２月　４日（火） 海洋センター １２月理事会資料審議、他

サッカー教室前日準備 １２月　７日（金） 運動公園 コートライン引き、他

ステップアップ研修会
　「サッカー教室」

１２月　８日（土） 運動公園 参加者：１２０人



内　　　　容 期　　　日 会　　　場 備　　　　　考

平成３０年度　特定非営利活動法人鶴ヶ島市体育協会　事業活動報告

１２月理事会 １２月１３日（木） 市役所 体育賞、事業運営スタッフ、他

綱引き大会
　第３回実行委員会

１２月２５日（火） 市役所 参加者数報告、役員配置確認、他

常任理事会 　１月　８日（火 ） 海洋センター 綱引き大会、他

綱引き大会監督会議 　１月１０日（木） 市役所 組み合わせ抽選、他

綱引き大会前日準備 　１月１９日（土） 藤中学校体育館 前日準備

第１回
　鶴ヶ島市民綱引き大会

　１月２０日（日） 藤中学校体育館 参加者：２４チーム、２５０人

第３６回駅伝競走大会
　第３回実行委員会

　１月２２日（火） 海洋センター 参加者数報告、役員配置確認、他

第３６回駅伝競走大会
　前日準備

　２月　２日（土） 農業交流センター コース設営、会場設営、他

第３６回
　鶴ヶ島駅伝競走大会

　２月　３日（日）
農業交流センター
　及び　周辺道路

参加者：４８チーム、３３１人

常任理事会 　２月　５日（火） 海洋センター 野球教室、体育賞選考、他

綱引き大会反省会 　２月１２日（火） 市役所 綱引き大会意見交換

ステップアップ研修会
　「野球教室」

　２月１７日（日）
東洋大学
硬式野球グラウンド

受講希望なしのため中止

駅伝競走大会反省会 　２月２６日（火） 海洋センター 駅伝競走大会反省会

常任理事会 　３月　１日（金） 海洋センター ３月理事会資料審議、他

３月理事会 　３月　７日（木） 市役所
平成３０年度事業経過、予算執行状況、
平成３１年度事業計画、予算計画、他

第９回陸上競技記録会
　第１回実行委員会

　３月１２日（火） 海洋センター 大会要項、役員体制、予算、他

スポーツ講習会 　３月１７日（日） 海洋センター ヨガ教室　 参加者　２７名

スポーツ講習会 　３月２４日（日） 海洋センター ヨガ教室　 参加者　２５名


