
月 日 主催 種類 事　業　名 会　場

4 8 県体協 会議 加盟団体事務担当者会議 岐阜メモリアルセンター

8 岐ス尐 会議 事務担当者会議 岐阜メモリアルセンター

21 西ス尐 会議 第１回 常任理事会 大垣市総合体育館

21 西ス尐 会議 第１回 理事会 大垣市総合体育館

養ス連 会議 総務委員会

養ス尐 会議 第1回 本部運営委員会

養ス尐 会議 第1回 代議員会

養ス尐 会議 第1回 指導者連絡協議会理事会

養ス尐 会議 第1回 母集団連絡協議会理事会

29 養ス連 事業 スポ尐メディカルチェック・野球肩肘検診2015 養老町総合体育館

29 養ス尐 事業 結団式 養老町総合体育館

29 養ス尐 交流会 交流会

4 ぎふスポーツフェア２０１５ 岐阜メモリアルセンター　他

5 7 西ス尐 会議 西濃スポーツ尐年団交流大会事前打ち合わせ 大垣市総合体育館

養ス連 会議 加盟団体代表者会議

11 西体協 会議 第１回 常任理事会 大垣市総合体育館

11 西体協 会議 第１回 理事会 大垣市総合体育館

17 西ス尐 事業 西濃地区スポーツ尐年団交流大会２０１５ 大垣市総合体育館

17 県体協 事業 第５回 高橋尚子杯「ぎふ清流マラソン」 岐阜メモリアルセンター　他

養ス連 会議 総務委員会

5 24 養ス連 事業 第38回 養老町体育大会　総合開会式 養老町総合体育館　体育室

6 3 西体協 会議 西濃地区体育大会　組合せ抽選会 西濃総合庁舎　４階

4 岐ス尐 会議 第１回 委員総会 岐阜メモリアルセンター

5 西ス尐 会議 第２回 理事会 大垣市総合体育館

11 養ス尐 事業 母集団研修会 中央公民館　中ホール

養ス連 監査 監査会 養老町総合体育館

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）

養ス尐 会議 第２回 本部運営委員会

養ス尐 会議 第２回 代議員会

6 26 県体協 会議 定時評議員会（第１回） 岐阜グランドホテル

(公財)養老町スポーツ連盟＝養ス連　　　　養老町スポーツ尐年団＝養ス尐

4/11-5/17

平成27年度  公益財団法人養老町スポーツ連盟    事業計画

西濃地区体育協会＝西体協　　西濃地区スポーツ尐年団連絡協議会＝西ス尐
(公財)岐阜県体育協会＝県体協　　　　岐阜県スポーツ尐年団＝岐ス尐

日独交流事業実行委員会＝日独実



月 日 主催 種類 事　業　名 会　場

平成27年度  公益財団法人養老町スポーツ連盟    事業計画

7 養ス連 会議 総務委員会

養ス尐 会議 本部運営委員会

7 26 西体協 事業 第44回 西濃地区体育大会 大垣市総合体育館　他

8 1-2 養ス尐 事業 キャンポリー大会

西ス尐 会議 リーダー研修会　事前打ち合わせ 大垣市総合体育館

4-6 西ス尐 事業 リーダー研修会（宿泊研修会） みどりの村バンガロー

4-18 日独実 交流 スポーツ交流団ドイツ・バッドゾーデン派遣 ドイツへ

17-19 岐ス尐 事業 岐阜県スポ尐大会（宿泊研修会）【東濃地区】 森林キャンプ

養ス連 会議 総務委員会

23 養ス連 事業 【スポーツ教室】一般・子供対象テニス教室 町営笠郷テニスコート

8 28 養ス尐 事業 郡市指導者研修会 中央公民館　中ホール

9 4 県体協 事業 第８回 岐阜県民スポーツ大会　代表者会議 岐阜メモリアルセンター

20 県体協 事業 第８回 岐阜県民スポーツ大会　総合開会式　【加茂地区】 プラザちゅうたい

養ス連 会議 総務委員会

西ス尐 会議 第３回 理事会 大垣市総合体育館

養ス尐 会議 第３回 本部運営委員会

第69回 全国レク大会 長野県長野市ホクト文化ホール

9 第70回 国民体育大会　 和歌山県

10 養ス尐 会議 第３回 代議員会

養ス尐 会議 第２回 指導者連絡協議会理事会

養ス尐 会議 第２回 母集団連絡協議会理事会

18 県体協 事業 ぎふ清流駅伝郡市対抗駅伝競走大会

養ス連 事業 【スポーツ教室】親子ヨット体験教室（仮名称）

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 尐年スポーツ委員会

10 養ス連 会議 加盟団体代表者会議

11 養ス連 会議 総務委員会

12 養ス連 会議 総務委員会

13 岐ス尐 事業 岐阜県指導者研修会　【加茂地区】 坂祝中央公民館

9/26-10/6

19-21



月 日 主催 種類 事　業　名 会　場

平成27年度  公益財団法人養老町スポーツ連盟    事業計画

1 養ス連 会議 養老新春マラソン大会競技委員会

14 養ス連 事業 平成27年度 表彰式

14 養ス連 事業 平成28年 新年互礼総会

15以降 養ス尐 広報 平成28年度団員募集要項配布 広幡保・各幼稚園・小学校へ

養ス連 会議 総務委員会

16 養ス連 尐年スポーツ委員会（第10回 養老新春マラソン大会準備）

17 養ス連 事業 第10回 養老新春マラソン大会

18 西体協 会議 第２回 理事会・懇親会 大垣フォーラムホテル

31 養ス尐 事業 認定員指導者研修会 中央公民館中ホール

31 養ス尐 事業 交流会

第71回 国民体育大会　スケート競技 岩手県盛岡市・二戸市

1 養ス尐 会議 第４回 本部運営委員会

2 1 養ス尐 広報 第31号「団報」配布

養ス尐 会議 第４回 代議員会

養ス連 会議 総務委員会

養ス連 会議 尐年スポーツ委員会

養ス連 会議 広報委員会

第71回 国民体育大会　スキー競技 岩手県八幡平市

2 25 県体協 スポーツ懇親会（県民スポーツ大会表彰式）

3 6 養ス尐 事業 第30回 駅伝競走大会 スマイルグラウンド周辺

養ス尐 会議 第５回 本部運営委員会

養ス尐 会議 第５回 代議員会

養ス連 会議 理事会

養ス連 会議 臨時評議員会

25 県体協 会議 臨時評議員会

西ス尐 会議 第４回 常任委員会・理事会

3 31 養ス連 広報 第32号「スポ連ニュース」発行

27-31

20-23


