
月 日 主催 種類 事　業　名

4 8 県体協 会議 加盟団体事務担当者会議

8 岐ス少 会議 事務担当者会議

22 西ス少 会議 第１回 常任理事会

22 西ス少 会議 第１回 理事会

養ス少 会議 第1回 代議員会

養ス少 会議 第1回 母集団連絡協議会理事会

養ス少 会議 第1回 指導者連絡協議会理事会

27 養ス少 事業 結団式

5 8 西ス少 会議 西濃スポーツ少年団交流大会事前打ち合わせ

18 西ス少 事業 西濃スポーツ少年団交流大会２０１４

西体協 会議 第１回 常任理事会

西体協 会議 第１回 理事会

岐ス少 会議 第１回 委員総会

23 養ス少 事業 西濃地区スポーツ少年団連絡協議会指導者研修会（持ち回り）

養ス連 会議 加盟団体代表者会議

養ス連 会議 総務委員会

25 養ス連 事業 第37回 養老町体育大会　　総合開会式：町総合体育館

6 6 西ス少 会議 第2回 理事会

4 西体協 会議 西濃地区体育大会　組合せ抽選会

県体協 会議 定時評議員会（第1回）

養ス連 会議 総務委員会

養ス連 会議 第１回 理事会

養ス連 会議 定時評議員会（第１回）

12 養ス少 事業 母集団研修会

養ス少 会議 第1回本部運営委員会

養ス少 会議 第2回 代議員会

7 27 西体協 事業 第43回 西濃地区体育大会

養ス連 会議 総務委員会

養ス連 激励会 全国高等学校総合体育大会出場者・定時制通信制体育大会出場者　激励会

養ス少 会議 第2回本部運営委員会

8 2 養ス少 事業 キャンポリー大会

1-14 養ス連 交流 スポーツ交流団ドイツ・バッドゾーデン受入

1-20
全国高等学校総合体育大会
総合開会式：平成２６年８月１日（金）　東京都 味の素スタジアム

全国高等学校定時制通信制体育大会

19-21 岐ス少 事業 岐阜県スポ少大会（兼西濃地区リーダー研修会）

9 県体協 会議 第7回 岐阜県民スポーツ大会　代表者会議

21 県体協 事業 第7回 岐阜県民スポーツ大会　総合開会式

西ス少 会議 第3回 理事会

養ス連 会議 総務委員会

養ス連 激励会 国民体育大会等出場者壮行会

養ス少 会議 第3回本部運営委員会

(公財)岐阜県体育協会＝県体協　　　　岐阜県スポーツ少年団＝岐ス少

陸上競技　他30競技

(公財)養老町スポーツ連盟＝養ス連　　　　養老町スポーツ少年団＝養ス少

西濃地区体育協会＝西体協　　　　西濃地区スポーツ少年団連絡協議会＝西ス少
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10 養ス少 会議 第3回 代議員会

養ス少 会議 第2回 指導者連絡協議会理事会

養ス少 会議 第2回 母集団連絡協議会理事会

19 事業 ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会

養ス連 会議 総務委員会

養ス連 会議 広報委員会

養ス連 会議 生涯スポーツ委員会

養ス連 会議 事業委員会

養ス連 会議 少年スポーツ委員会

養ス連 会議 加盟団体代表者会議

11 養ス少 会議 第4回 本部運営委員会

養ス少 事業 養老町スポーツ少年団創設50周年記念式典・イベント

養ス連 会議 総務委員会

12 養ス連 会議 総務委員会

5 養ス少 事業 前日準備

6-7 養ス少 事業 スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会

1 8 養ス連 事業 平成26年度表彰式

8 養ス連 事業 平成27年 新年互礼総会

養ス連 会議 養老新春マラソン大会競技委員会

17 養ス連 少年スポーツ委員会（第9回 新春マラソン大会準備）

18 養ス連 事業 第9回 新春マラソン大会

西体協 会議 第１回 常任理事会

西体協 会議 第１回 理事会

15以降 養ス少 広報 団員募集要項配布

養ス少 会議 第5回 本部運営委員会

2 養ス少 会議 第4回 代議員会

1 養ス少 広報 第30号「団報」配付

県体協 スポーツ懇談会　（岐阜県民スポーツ大会表彰式）

養ス連 会議 総務委員会

養ス連 会議 広報委員会

3 1 養ス少 事業 第29回 駅伝競走大会

養ス少 会議 第6回 本部運営委員会

養ス少 会議 第5回 代議員会

西ス少 会議 第4回 常任理事会・理事会

県体協 会議 臨時評議員会（第2回）

養ス連 会議 少年スポーツ委員会

養ス連 会議 第3回 理事会

養ス連 会議 臨時評議員会

31 養ス連 広報 第31号「養老スポ連ニュース」発行

※3役会・各委員会は、適宜開催とする。


