平 成 31 年 度 事 業 計 画
公益財団法人滝沢市体育協会
平成 31 年 4 月 11 日から
平成 32 年 3 月 31 日まで

Ⅰ 事業方針
第 1 次滝沢市スポーツ推進計画（平成 28 年度～30 年度）が目指す「みんなが主役の
スポーツまちづくり」を基本目標に、市民総参加のスポーツ推進をさらに発展させ、
「す
る人、見る人、支える人」のスポーツライフの確立に寄与する。また、指定管理者とし
て 11 年の実績をもとに、平成 29 年度から新たに 5 年間の指定を受けたことから、計画
書に沿って着実に事業を進め、適正管理及びさらなる効率的運営に努める。

Ⅱ 重点目標
１ スポーツに対する意識の向上
２ 市民の体力の向上
３ ジュニアスポーツの振興
４ 健康増進及び体育・スポーツの振興
５ 法人の組織強化と充実
Ⅲ 事業計画
１ スポーツに対する意識の向上に関する事業【公益目的事業 1】
国体等で滝沢市の関係者が活躍できるよう支援をするとともに、スポーツ振興に顕
著な功績をあげたものを表彰する。このことにより、市民のスポーツに対する意識の
高揚を図る。
（１）滝沢市代表選手等派遣事業
１）国民体育大会等滝沢市代表選手等激励金交付事業
２）岩手県民体育大会滝沢市代表選手等派遣事業
（２）研修事業
（３）広報事業
（４）スポーツ振興功労者表彰事業
２ 市民の体力の向上を図る事業【公益目的事業 1】
加盟団体を支援し、市民スポーツ・生涯スポーツの振興、競技力の向上を図ると
ともに、市民が気軽に親しめるスポーツ環境の整備を推進する。
（１） 加盟団体等支援事業
１）大会・講習会共催支援事業
２）加盟種目別協会運営費助成事業
３）選手育成費助成事業
（２）生涯スポーツ振興事業

１）トレーニング指導
３ ジュニアスポーツの振興に関する事業【公益目的事業 1】
スポーツ少年団が実施する事業を推進し、団員の健全育成と体力の向上を図る。
（１）スポーツ少年団の育成事業
１）募集支援事業
①団員募集案内の作成及び市内小中学校への配布・説明会の開催
②ホームページによる登録単位団の活動紹介
２）指導者育成事業
①指導者研修会
②スポーツ少年団認定員養成受講者取りまとめ事務
３）交流事業
①実施事業
結団式・体力テスト・レクリエーション交流大会・スポーツ少年団総合体育
大会（前期・中期・後期）
・サマーキャンプ・親子交流運動会・スキー教室
４ 健康増進及び体育・スポーツ振興のためのスポーツ大会及びスポーツ教室に関する
事業【公益目的事業 2】
健康増進及び体育・スポーツ振興のために各種事業を提供し、市民がスポーツを
自主的・継続的に行うための拠点として施設を適性に管理し、効率的運営に努める。
（１）第 32 回滝沢市民体育祭（前期・中期・後期）
（２）新体操フェスタ in たきざわ 2019
（３）たきざわスポーツフェスティバル 2019
（４）チャレンジデー2019
（５）スポーツ振興のためのスポーツ大会・教室及び施設利用促進事業並びに施設貸
与事業
１）滝沢総合公園体育館
■ スポーツ教室事業
①元気アップ教室
②テニス教室
③トレーニング教室
２）滝沢総合公園野球場
３）滝沢総合公園陸上競技場
４）滝沢総合公園テニスコート
■ スポーツ教室事業
①テニス教室
５）滝沢市東部体育館
■ スポーツ教室事業
①グラウンド・ゴルフ教室
６）東部テニスコート

７）滝沢勤労者体育センター
■ スポーツ教室事業
①グラウンド・ゴルフ教室
８）滝沢市営大釜運動場
９）滝沢市営小岩井運動場
10）滝沢市立滝沢南中学校屋外運動場照明施設
11）滝沢市立滝沢第二中学校屋外運動場照明施設
（６）チャグチャグスポーツクラブ事業
１）クラブ活動（15 種目）
バスケットボールクラブ、ソフトテニスクラブ、バレーボールクラブ、バドミ
ントンクラブ、テニスクラブ、陸上競技クラブ、ラグビーフットボールクラブ、
野球クラブ、剣道クラブ、体操クラブ、空手道クラブ、相撲クラブ、卓球クラ
ブ、太極拳クラブ、なぎなたクラブ、
２）教室等の開催
①鞍掛山登山
②ボランティア活動
③レクリエーション交流大会
④サマーキャンプ
⑤親子交流運動会
⑥新体力テスト
⑦ウインターキャンプ
⑧指導者研修会
⑨室内グラウンド・ゴルフ教室
⑩ダンススポーツ（社交ダンス）教室
⑪キッズ運動教室
⑫エアロビ教室
⑬トップアスリートによるクリニック
（ラグビーフットボール バドミントン バスケットボール テニス 陸上）

５ 法人の組織強化と充実
市民スポーツ・生涯スポーツ振興の中核を担う公益財団法人として、市民の利益
の増進に寄与するため、その組織強化と充実を図る。
（１）円滑で効率的な施設の管理運営
１）明るく、親切な利用者への対応
２）市民との協働（ボランティア等）による施設管理
３）施設、設備の整備
４）施設の効率的な利用促進
５）施設賠償責任保険への加入
６）会報の発行
７）ホームページのリニューアル
８）
（公財）岩手県体育協会「いわてスポーツイベントカレンダー」への投稿

９）利用者のニーズの把握諸調査の実施
10）接遇の研修と実践
11）ホームページを活用した指定管理施設の予約状況の閲覧
（２）公益財団法人としての体制の確立
１）関係団体・機関との連携強化
①加盟団体との連携強化
②滝沢市、滝沢市教育委員会との連携強化
③（公財）岩手県体育協会との連携強化
２）経営改善への取り組み
①指定管理施設の効果的運営に関する調査研究
②営業活動の充実
３）信頼性の確保
①利用者及び施設設備の安全の確保
②公共性及び公平性に基づく施設の有効活用
③職員の資質向上に向けての研修の実施
④コンプライアンス（法令遵守）の徹底

６ 自動販売機に関する事業【収益事業 1】
施設利用者や事業の参加者への利便の供与及び公益目的事業実施に伴う財源確保
のため、自動販売機を設置する。

７ 施設管理運営に関する事業【収益事業 2】
公共施設としてのあらゆるニーズに応えるために、各種事業へ施設の貸与及び維
持管理
（１）スポーツ以外の催事等への施設貸与事業
（２）スポーツ関係以外への会議室等貸与事業
（３）総合公園修景施設の維持管理事業

８ スポーツ愛好者のつどい開催事業【その他事業 1】
市民並びにスポーツ関係者が一堂に会して、体育・スポーツ振興に顕著な功績が
あったもの及び、スポーツ大会において優秀な成績をおさめたものを表彰する。ま
た、本市国体出場選手並びに県民体育大会の報告会を実施する。

９ 地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト事業【その他事業 3】
盛岡広域圏内大学学生を活用し、学校に「小学校体育活動コーディネーター」を
派遣する。
（１）小学校体育活動コーディネーターの派遣

平成31年度事業予定表
１

主

催

（１）各種大会等
期

日

大

会

名

会

場

5月29日

チャレンジデー“2019”

滝沢総合公園体育館他

6月9日

第32回滝沢市民体育祭（前期）

滝沢総合公園体育館・滝沢総
合公園施設

8月24日

新体操フェスタinたきざわ“2019”

滝沢総合公園体育館

9月22日

第32回滝沢市民体育祭（中期）

大釜運動場･小岩井運動場

10月12日

たきざわスポーツフェスティバル“2019”

滝沢総合公園施設

12月8日

第32回滝沢市民体育祭（後期）

滝沢総合公園体育館

（２）講習会・研修会・表彰事業 ほか
期

日

事

業

名

4月7日･8日 自動体外式除細動器講習会
4月～3月

会

場

滝沢総合公園体育館

トレーニング初心者実技講習会
滝沢総合公園体育館
年間

毎週月・木曜日

滝沢市スポーツ愛好者のつどい
（平成31年度公益財団法人滝沢市体育協会表彰式）
未定

盛岡市内
（第74回国民体育大会秋季出場選手激励会）
（第71回岩手県民体育大会結果報告会）

1月

-

県

第25回種目別協会指導者合同研修会

内

（３）教室
期

日

4月～3月

教

室

名

テニス教室

5月～3月

場

滝沢総合公園テニスコート
滝沢総合公園体育館

毎週水曜日（月4回）
元気アップ教室

会

〈健康推進課との共催事業〉

月1回（8月を除く）

全10回

滝沢総合公園体育施設

健康講座、ウォーキング、軽スポーツ、エアロビクスほか
12月～3月

トレーニング教室
滝沢総合公園体育館
毎週水曜日・日曜日（1日2回）

12月～3月

室内グラウンド・ゴルフ教室
勤労者体育センター
毎週水曜日（月4回）

12月～3月

室内グラウンド・ゴルフ教室
東部体育館
毎週水曜日（月4回）

（４）滝沢市スポーツ少年団事業

１

交歓交流事業
期

日

事業名

場

所

4月7日（日）

平成31年度滝沢市スポーツ少年団結団式及び体力テスト

6月2日（日）

レクリエーション交流大会（チャグチャグスポーツクラブ合同）総合公園体育館

6月15日（土）

第35回滝沢市スポーツ少年団総合体育大会前期（陸上競技）

岩手県立大学陸上競技場

8月2日（金）～8月4日（日）

サマーキャンプ（チャグチャグスポーツクラブ合同）

国立花山青少年自然の家

9月8日（日）

第35回滝沢市スポーツ少年団総合体育大会中期（ユニホック） 総合公園体育館

9月29日（日）

親子交流運動会（チャグチャグスポーツクラブ合同）

総合公園体育館

10月26日（土）

新体力テスト（チャグチャグスポーツクラブ合同）

総合公園体育館

平成32年1月18日（土）･19日（日） ウインターキャンプ（チャグチャグスポーツクラブ合同）

平成32年2月16日（日）
２

総合公園体育館

国立岩手山青少年交流の家

第35回滝沢市スポーツ少年団総合体育大会後期（ドッジボール）総合公園体育館

研修事業
期

日

内

容

場

未定

平成31年度スポーツ少年団指導者全国研究大会

東京都

6月29日（土）・30日（日）

スポーツリーダー養成講習会兼認定員養成講習会

未定

6月30日（日）

指導者講習会（チャグチャグスポーツクラブ合同）

総合公園体育館

10月26日（土）・27日（日）

スポーツリーダー養成講習会兼認定員養成講習会

未定

平成32年1月11日（土）～13日（月） 岩手県スポーツ少年大会兼ジュニアリーダースクール

３

所

岩手山青少年交流の家

派遣事業
期

日

事業名

場

未定

岩手地区種目別競技大会への派遣

未定

未定

県内種目別競技大会への派遣

未定

４

表彰事業

５

広報事業

所

（５）チャグチャグスポーツクラブ事業
期

日

平成31年4月から平成32年3月まで

指導者

体育協会加盟団体等

対

小学生・中学生・高校生・一般

象

指導員他

【 定期的な活動 】
クラブ

活動日

時

間

活動施設

対

象

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

第2･第4土曜日

13:00～15:00

総合公園体育館

小・中学生

体操

土曜日もしくは日曜日（月に2回程度）

15:00～17:00

滝沢南中学校武道場･勤労者体育ｾﾝﾀｰ

小学生

第2･第4土曜日

11:00～13:00

総合公園体育館

小学4年～中学生

ｿﾌﾄﾃﾆｽ

毎週月曜日（4月･11月～3月）
毎週月曜日（5月～10月）
第2･第4火曜日

野球

毎週土曜日（4月～10月）
第2･第4土曜日（11月～3月）
毎週土曜日（4月～11月）

陸上競技

第2･第4土曜日（12月～3月）

10:00～12:00
19:00～21:00
13:00～15:00

9:00～11:00

総合公園体育館

一般

総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
総合公園体育館

一般

多目的研修ｾﾝﾀｰ・総合公園野球場（月1回程度）

小学2年～小学6年
多目的研修ｾﾝﾀｰ
総合公園陸上競技場ほか
総合公園体育館

小学生

第1･第3土曜日（12月～3月）

13:00～15:00

東部体育館

剣道

毎週日曜日

17:00～21:00

総合公園体育館柔剣道室

小・中学生

卓球

毎週土曜日（第5土曜日は休み）

19:00～21:00

多目的研修ｾﾝﾀｰ

小学5年～高校生

毎週火木曜日（4月～10月）

18:30～20:30

県体育協会会館 相撲場

毎週土曜日（4月～10月）

10:00～12:00

県営武道館相撲場

毎週火曜日（11月～3月）

18:30～20:30

毎週土曜日（11月～3月）

10:00～12:00

毎週月･土曜日

19:00～21:00

総合公園体育館柔剣道室

9:00～11:00(小)
11:00～13:00(中)

総合公園陸上競技場ほか

相撲

空手道

毎週土曜日（5月～10月）
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
毎週土曜日（4月･11月～3月）
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

第2･第4土曜日
第1･第3･第5土曜日

9:00～11:00

毎週土曜日

9:00～11:00

毎週月火水金曜日

17:00～19:00

毎週土曜日

11:00～13:00

総合公園体育館柔剣道室

17:00～19:00

毎週土曜日（4月～9月）

15:00～17:00

毎週土曜日（10月～11月）

13:00～15:00

第2･第4土曜日（12月～3月）

13:00～15:00

毎週月曜日

17:00～19:00

小学生
小・中学生

大釜運動場･多目的研修ｾﾝﾀｰ
総合公園体育館

小学3年～小学6年

勤労者体育ｾﾝﾀｰ
東部ﾃﾆｽｺｰﾄ（4月～10月）
東部体育館（11月～3月）

小学2年～小学6年

東部ﾃﾆｽｺｰﾄ（4月～8月）
東部体育館（9月～3月）

中学生

テニス
毎週木曜日

小・中学生

東部ﾃﾆｽｺｰﾄ（4月～8月）
東部体育館（9月～3月）

総合公園ﾃﾆｽｺｰﾄ（4月～11月）
総合公園体育館（12月～3月）

小学4年～小学6年
（要指導者推薦）
中学生
小学2年～小学6年
中学生
一般
小学2年～小学6年
中学生（女子）
小学2年～小学6年
（指導者推薦必要）

毎週木曜日（ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ）

17:00～19:00

毎週木曜日

17:00～19:00

中学生（女子）

第2･第4土曜日

15:00～17:00

小学2年～小学6年

第2･第4土曜日

17:00～19:00

中学生（女子）～一般

なぎなた

毎週水曜日

17:00～19:00

総合公園体育館柔剣道室

小学生～一般

太極拳

第1･第2･第3月曜日

13:30～15:00

総合公園体育館柔剣道室

一般

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

総合公園体育館

【教室】
クラブ

活動日

時

間

毎週火曜日（火曜日コース）

13:00～15:00

毎週木曜日（木曜日コース）

19:00～21:00

毎週金曜日（金曜日コース）

13:00～15:00

室内ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･
ｺﾞﾙﾌ教室

毎週火･木曜日（12月～3月）

ｷｯｽﾞ運動教室
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ教室
（社交ﾀﾞﾝｽ）

エアロビ教室

活動施設

対

総合公園体育館柔剣道室

一般

9:00～11:00

総合公園体育館

一般

第2･第4土曜日（10月～3月、全12回）

10:00～11:00

総合公園体育館柔剣道室

幼児（年長）

全16回（不定期）

10:00～11:30

多目的研修ｾﾝﾀｰほか

小学生～一般

象

【シーズン毎の活動】
期

日

内

容

場

所

5月12日（日）

鞍掛山登山

相の沢キャンプ場

6月2日（日）

レクリエーション交流大会

総合公園体育館

6月30日（日）

指導者研修会

総合公園体育館

8月2日（金）～8月4日（日）

サマーキャンプ

国立花山青少年自然の家

9月29日（日）

親子交流運動会

総合公園陸上競技場

10月12日（土）

たきざわスポーツフェスティバル2019

総合公園施設

10月26日（土）

新体力テスト

総合公園体育館他

11月3日（日）

清掃活動（落ち葉拾い大会）

総合公園

2020年1月18日（土）～19日（日）

ウインターキャンプ

国立岩手山青少年交流の家

未定

岩手県総合型地域スポーツクラブ交流大会

未定

２

共

催

（１）各種大会
期

日

大

会

名

4月7･14･21日 第6回滝沢市テニス選手権大会

会

場

滝沢総合公園テニスコート

4月21日 第25回滝沢市長旗争奪軟式野球大会

滝沢総合公園野球場

4月21日 第71回岩手県民体育大会ゴルフ競技滝沢市予選会

盛岡ﾊｲﾗﾝﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

4月27日 第33回滝沢市ボウリング大会

マッハランド

4月28日 第12回滝沢市小中学校交流バドミントン大会

滝沢総合公園体育館

4月28日 第40回滝沢市ソフトテニス大会

滝沢総合公園テニスコート

4月29日 第6回滝沢市春のアーチェリー大会

元村北遊園地

4月29日 鞍掛山

相の沢

山開き

5月4日 希望郷いわて国体記念第100回全東北学生競技ダンス選手権

滝沢総合公園体育館

5月5日 第38回滝沢市総合卓球大会

滝沢総合公園体育館

5月12日 第31回滝沢市協会長杯バドミントン大会

滝沢総合公園体育館

5月12日 第11回滝沢市ソフトボール選手権春季大会

大釜運動場

5月12日 第41回滝沢市壮年ソフトボール大会

大釜運動場

5月19日 第25回滝沢市協会長杯グラウンド･ゴルフ大会

滝沢総合公園陸上競技場・芝生広場

5月25日 第6回滝沢市長杯ゲートボール大会

柳沢多目的運動施設

6月2日 第38回県中央地区招待バレーボール大会

東部体育館

6月2日 第7回会長杯ミニバスケットボール大会

滝沢総合公園体育館

他２施設

6月15日 第44回滝沢市陸上競技選手権大会

岩手県立大学陸上競技場

6月16日 第18回チャグチャグ馬コ・ゴルフ大会

盛岡ﾊｲﾗﾝﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

6月9日 第32回前期市民体育祭グラウンド・ゴルフの部
7月1日 岩手山山開き
7月14日 第24回滝沢市長杯グラウンド・ゴルフ大会
7月14･15日 第6回滝沢市ミックスダブルステニス大会

滝沢総合公園陸上競技場・芝生広場

馬返し登山口
滝沢総合公園陸上競技場・芝生広場

滝沢総合公園テニスコート

7月20日 第23回滝沢市ゲートボール協会長杯ゲートボール大会

柳沢多目的運動施設

7月21日 滝沢市ママさんバレーボール交流大会

東部体育館

7月28日 第15回滝沢市中学校バスケットボール交流大会

滝沢総合公園体育館

7月28日 滝沢市小学生水泳記録会

滝沢中学校プール

8月3・4日 山の日記念登山
8月4日 第38回滝沢市中学校卓球大会
8月10.11日 滝沢市中学校招待サッカー大会

岩手山
滝沢総合公園体育館
滝沢総合公園陸上競技場

8月25日 第18回滝沢市民ゴルフ大会

盛岡ﾊｲﾗﾝﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

8月25日 第6回滝沢市オープンテニス大会

滝沢総合公園テニスコート

8月31日 第16回滝沢剣道錬成大会

滝沢総合公園体育館

9月1日 第6回滝沢市オープンテニス大会

滝沢総合公園テニスコート

9月1日 第38回県中央地区招待新人バレーボール大会

東部体育館

9月1日 第23回滝沢市スローピッチソフトボール大会

大釜運動場

他２施設

9月15日 第42回滝沢市野球協会長旗争奪軟式野球大会

滝沢総合公園野球場

9月16日 第6回滝沢市オープンテニス大会

滝沢総合公園テニスコート

9月28日 第15回滝沢市活き活き長寿ゲートボール大会

柳沢多目的運動施設

9月29日 第38回協会長杯バレーボール大会

滝沢総合公園体育館

9月29日 第42回滝沢市ソフトボール選手権大会

大釜運動場

9月29日 第33回滝沢市ソフトボール協会長杯大会

大釜運動場

10月5日 第6回滝沢市秋のアーチェリー大会

元村北遊園地

10月5日 平成31年度市内チャグチャグスポーツフェスティバル

滝沢総合公園野球場

10月6日 第5回滝沢市クラブ対抗テニス大会

滝沢総合公園テニスコート

10月16日 第10回滝沢市「収穫祭」ゴルフ大会

盛岡ﾊｲﾗﾝﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

10月12日 たきざわスポーツフェスティバル2019グラウンドゴルフの部

滝沢総合公園芝生広場

10月20日 第30回滝沢市クラブチーム対抗バドミントン大会

滝沢総合公園体育館

11月6日 第25回赤い羽根親善ゲートボール大会

柳沢多目的運動施設

11月10日 第17回ソフトバレーボールフェスティバル

滝沢総合公園体育館

11月23日 第35回滝沢市室内ソフトテニス大会

滝沢総合公園体育館

11月23日 日本剣道形講習会及び錬成会

篠木多目的研修センター

11月24日 第22回オープン2卓球大会

滝沢総合公園体育館

12月8日 第39回滝沢市卓球協会長杯自治会卓球大会

滝沢総合公園体育館

12月14日 第8回会長杯ボウリング大会

マッハランド

12月21日 滝沢剣道形講習会及び錬成会

滝沢総合公園体育館

12月22日 第31回滝沢市ふれあいバドミントン大会

滝沢総合公園体育館

1月19日 滝沢市室内少年サッカー大会

U-11

2月1.2日 第22回岩手地区ミニバスケットボール新人大会
2月9日 第37回滝沢市長杯バレーボール大会
2月23日 第28回滝沢市ミックスダブルスバドミントン大会
3月1日 希望郷いわて国体記念第34回岩手県ダンススポーツ大会

東部体育館
滝沢総合公園体育館
滝沢総合公園体育館
滝沢総合公園体育館
滝沢総合公園体育館

3月21日 第11回中学校春季バレーボール交流大会

滝沢総合公園体育館

3月22日 第22回滝沢オープン卓球大会

滝沢総合公園体育館

※ 上記の大会は共催としての大会となります。

（２）各種講習会
期

日

講

習

会

名

4月7日 ソフトボール審判員・記録員講習会

対

象

会

場

一般

滝沢ふるさと交流館

4月14日 中央ブロック野球審判講習会

市民・審判員

滝沢総合公園野球場（雨天時

4月28日 バレーボール審判研修会

家庭婦人

東部体育館

6月上旬 相撲まわしの締め方講習会

市民（小学生・一般）

市内施設

各自治会・スポーツ推進リーダー

滝沢総合公園陸上競技場

小・中学生・一般・教諭

多目的研修センター

7月14日 卓球ルール講習会

協会員

多目的研修センター

8月24日 チャグスポ指導者講習会

チャグスポ指導者

滝沢総合公園テニスコート・東部テニスコート

小・中・高校生

滝沢総合公園体育館

市民

多目的研修センター

11月18日 フットサル審判認定講習会

12歳以上

滝沢総合公園体育館会議室

12月上旬 ゲートボール競技審判講習会

協会会員

柳沢多目的運動施設

会員

鞍掛山周辺

市スキー協会会員等

網張温泉スキー場

協会普及指導員

滝沢総合公園体育館会議室

一般

タカヤアリーナ

6月2日 前期市民体育祭事前ＧＧ講習会
7月 タグラグビー講習会

10月27日 日本剣道形講習会及び級審査会
11月4日 ダンス技術認定会

1月11日 冬山技術講習会
2月 スキー講習会（指導者養成等）
2月8日 普及指導員ＧＧ研修講習会
3月20日 陸上競技審判講習会

総合公園体育館）

（３）各種スポーツ教室
期

日

教

室

名

対

象

会

場

4月～3月 空手道教室

小・中・高・一般

滝沢総合公園体育館

4月～3月 相撲教室

小学生以上

岩手県体協相撲場･総合公園体育館

小学生

滝沢総合公園陸上競技場

市民

滝沢総合公園体育館会議室・総合公園芝生広場

4月 ラグビースクール体験会
4月28日 グラウンド･ゴルフ初心者教室

4月29日 滝沢市学童野球春季大会兼指導者講習会 審判員
5月～7月 ゴルフ教室

滝沢総合公園野球場

一般・初心者

バーグルゴルフガーデン盛岡西

6月15日 陸上教室

小・中学生

岩手県立大学

7月28日 滝沢市小学生水泳教室

小学3年～6年生

滝沢中学校プール

市民

富士山

小・中・一般

元村北遊園地

7月 県外登山教室
8月3日 アーチェリー初心者教室

9月23日 滝沢市学童野球秋季大会兼指導者講習会 小・中・高・一般
9月～11月 バレーボール教室
10月26.27日 ダンス教室
1月 小学生スキー教室
2月～3月 ソフトボール教室
2月中旬 ハンドボール教室

滝沢総合公園野球場

一般

滝沢南中学校体育館

市民

多目的研修センター

市内小学生

網張温泉スキー場

小・中・高・一般

滝沢総合公園体育館

小・中学生

滝沢南中学校体育館

３

後

援

（１）各種大会
期

日

大

会

名

会

4月6日 滝沢市内中学校交流大会春季大会
4月7・28日5月25.26

場

スターレーン

毎月第2木曜日 滝沢市ボウリング協会（JBC）月例会

滝沢総合公園野球場
滝沢総合公園野球場

第71回岩手県民体育大会（軟式球技）岩手南予選会

4月21日 四季杯（春季）卓球大会

多目的研修センター

4月21日 第25回滝沢市長旗争奪軟式野球大会

滝沢総合公園野球場

4月29日 滝沢市内学童野球春季大会（順延無し）

滝沢総合公園野球場

5月3・4・6日 第36回全日本少年軟式野球大会岩手南予選会

滝沢総合公園野球場

5月3.4日 第9回ちゃぐちゃぐカップ

滝沢総合公園体育館ほか

5月4・5日 ＴＡＫＩＺＡＷＡフレンドリーカップ2019
5月5・12・18日

滝沢総合公園陸上競技場

高松宮賜杯63回全日本軟式野球大会(2部)岩手南予選会

5月9日 第71回岩手県民体育大会ボウリング競技最終選手選考会
5月19日・6月9日

滝沢総合公園野球場
スターレーン
滝沢総合公園野球場

天皇杯賜杯第74回全日本軟式野球大会中央Ｂ大会

5月26日 第31回滝沢市近郊招待中学校ソフトテニス大会

滝沢総合公園テニスコート

6月1・2・8日 第71回県民体育大会軟式野球競技

滝沢総合公園野球場

6月9日 県中学生テニス選手権大会

滝沢総合公園テニスコート

6月15～17日 岩手地区中学校総合体育大会（軟式野球）

滝沢総合公園野球場

6月29日・11
月30日・12
月1日・2月 第7回滝沢カップ（滝沢市ハンドボール協会長杯）ハンドボール大会
16日・3月
28・29日

滝沢総合公園体育館ほか

6月23・29.30.7月15日

滝沢総合公園野球場

第25回滝沢市長旗争奪軟式野球大会

7月4日 第70回滝沢市小学校陸上競技記録会

県営運動公園陸上競技場

7月6～7日 第71回県民体育大会ボウリング競技

スターレーン

7月7日 第12回環境整備支援グラウンド･ゴルフ大会
7月6・7・13.14日

滝沢総合公園芝生広場

高松宮賜杯第63回全日本軟式野球大会Ｃブロック東北大会

7月14日 四季杯（夏季）卓球大会
７月20.21日・8月17・18・24日

多目的研修センター
滝沢総合公園野球場

第42回東日本軟式野球大会（1部）岩手南予選会

7月27～30日 2019

Ｕ-15

滝沢総合公園野球場

日本ＫＷＢ野球選手権大会

第14回チャグチャグ馬コの里中学校ソフトボール交流大会
8月3・4日 文部科学大臣杯第11回全日本少年春季軟式野球大会
8月30日 第67回岩手地区中学校陸上競技大会
8月25.31・9月1・7日

滝沢総合公園野球場

岩手南予選会

滝沢中学校
滝沢総合公園野球場
県営運動公園陸上競技場

第42回東日本軟式野球大会（2部）岩手南予選会

滝沢総合公園野球場

9月6日 第21回岩手地区中学校駅伝大会

雫石市陸上競技場

9月1日 第16回協会サーキットグラウンド･ゴルフ大会

滝沢総合公園陸上競技場・芝生広場

9月8日 県中学生新人テニス大会

滝沢総合公園テニスコート

9月8.16.21.22.29

第42回滝沢市野球協会長旗争奪軟式野球大会

9月14.15日 岩手地区中学校総合体育大会（軟式野球）

新人戦

滝沢総合公園野球場
滝沢総合公園野球場

9月15日 滝沢市小学生テニス大会

総合公園テニスコート

9月21日 第22回協会チャンピオングラウンド・ゴルフ大会

滝沢総合公園陸上競技場・芝生広場

9月23日 平成31年度滝沢市内学童野球秋季大会

滝沢総合公園野球場

10月5日 平成31年度チャグチャグスポーツフェスティバル

滝沢総合公園野球場

10月6日 滝沢市内中学校交流大会

滝沢総合公園野球場

秋季

10月13日 四季杯（秋季）卓球大会
10月12～14・19.20日

第43回岩手県ＯＢ軟式野球県大会

多目的研修センター
滝沢総合公園野球場

10月20日 滝沢市小学生団体対抗戦テニス大会

滝沢総合公園テニスコート・東部テニスコート

10月26日 第25回協会納会グラウンド･ゴルフ大会

滝沢総合公園陸上競技場・芝生広場

10月27日 第37回滝沢市協会会長杯ソフトテニス大会

滝沢総合公園テニスコート

10月27日 第42回滝沢市野球協会長旗争奪軟式野球大会

滝沢総合公園野球場

11月中旬 第18回岩手県精神障がい者バレーボール大会

滝沢総合公園体育館

11月3日 第66回滝沢市・盛岡選抜ソフトテニス大会

滝沢総合公園体育館

12月15日 滝沢市ジュニアショートテニス大会

滝沢総合公園体育館

12月15日 滝沢市室内少年サッカー大会

U-10

東部体育館

12月22日 滝沢市室内少年サッカー大会

U-9

東部体育館

1月5日 四季杯（冬季）卓球大会
1月12日 滝沢市室内少年サッカー大会

多目的研修センター
U-14

東部体育館

1月13日 第24回滝沢市近郊交流室内ソフトテニス大会（男子の部）

滝沢総合公園体育館

1月19日 第23回チャグチャグ剣道大会

滝沢総合公園体育館

2月2日 滝沢市室内少年サッカー大会

U-12

3月8日 第24回滝沢市近郊交流室内ソフトテニス大会（女子の部）

東部体育館
滝沢総合公園体育館

