
一般財団法人 上田市体育協会 平成２９年度事業報告附属明細書 （平成２９年４月～３０年３月） 

事   業 内   容 

１．評議員会及び理事会 

 〔評議員会〕 

第１回定時評議員会 

日時：６月８日(火)午後４時 

場所：ホテル祥園 会議室 

 

 

 

第２回定時評議員会 

   日時：３月１５日（木）午後４時 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

 

 〔理事会〕 

第１回定時理事会 (旧役員) 

日時：５月３０日(木) 午後４時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

 

 

第２回臨時理事会 

   日時：６月８日（木） 午後５時１５分 

   場所：ホテル祥園 会議室 

 

第３回定時理事会 

   日時：１０月１９日（木） 午後４時 

   場所：市教育委員会 会議室 

第４回定時理事会 

   日時：２月２１日（水） 午後３時 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

 

２．諸会議等の開催 

［会計監査］ 

日時：５月１５日(月) 午前１０時  

場所：市教育委員会 会議室 

 

［正副会長会議］ （５回開催） 

   期日 ： ５月２４日(水)、６月１４日(水)、 

１１月 ９日(火)、１月１０日(水)、 

 ２月 ８日（木） 

 

［加盟団体説明会］ 

日時：２月９日(金) 午後７時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

 

 

会議事項  

(1) 議事録署名人の選出について 

(2) ２８年度決算の承認について 

(3) 評議員の選任について 

(4) 理事の選任について 

(5) 監事の選任について 

会議事項 

(1) 議事録署名人の選出について 

(2) ３０年度事業計画の承認について 

(3) ３０年度予算の承認について 

 

 

会議事項 

(1) ２８年事業報告の承認について 

  ・委員会報告（各委員長）  

(2) ２８年度決算の承認について 

(3) ２９年度第１回評議員会の開催について 

(4) 特別委員会委員の選任について 

会議事項 

(1) 業務執行理事の選任について 

(2) 顧問及び参与の選任について 

(3) 委員会委員の選任について 

会議事項 

(1) ２９年度体育協会表彰者の決定について 

 

会議事項 

(１) ３０年度事業計画の承認について 

(２) ３０年度予算の承認について 

(３) 第２回定時評議員会の開催について 

 

 

監査内容 

(1) ２８年度一般会計業務監査 

  (2) ２８年度スポーツ少年団会計業務監査 

 

会議内容 

(1) 会議報告及び問題事項の検討等 

 

 

 

会議内容  

(１) 体育施設使用料等減免について 

(2) 減免申請手続きについて 



事   業 内   容 

［加盟団体代表者会議］ 

   日時：６月２８日(水) 午後６時３０分 

場所：市教育委員会 会議室 

 

 

 

 

［委員会］ 

○合同委員会 （新委員） 

   日時：６月２０日（火） 午後６時 

   場所：市教育委員会 会議室 

    （第2回総合企画委員会、その他の委員 

    会は第１回委員会を兼ねる) 

 

○第１回総合企画委員会 （旧委員） 

日時：５月１８日(木) 午後６時 

   場所：市教育委員会 会議室 

第3回総合企画委員会 (新委員) 

日時：９月２７日(火) 午後６時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

第4回総合企画委員会 

日時：２月６日（火） 午後５時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

 

○第2回競技力向上委員会 

日時：７月１３日(木) 午後６時３０分 

場所：市教育委員会 会議室 

 

第3回競技力向上委員会 

日時：８月２４日（木) 午後６時３０分 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

競技力向上委員会 (視察) 

日時：１０月２５日(水) 午後２時 

   場所：菅平高原サニアパーク 

第4回競技力向上委員会 

日時：１月３０日(火) 午後６時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

○第2回健康・体力向上委員会 

日時：７月１２日(水) 午後７時 

   場所：市教育委員会 会議室 

第3回健康・体力向上委員会 

日時：８月２３日(水) 午後６時 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

会議内容 

 (１) ２８年度事業報告・決算報告について 

 (２) ２９年度事業計画・予算について 

 (３) ２９～３０年度体協役員について 

 (４) 賛助会員加入状況について 

 (５) 活動中の事故防止について 

 

 

会議事項 

(1) スポーツ施設整備基本構想について  

(２) ２９～３０年度体協役員について 

(３) 正副委員長の選出について 

(４) ２年間の取組みと課題について 

 

会議事項 

(１) ２８年度事業報告・決算について 

 

会議事項 

(1) ２９年度表彰候補者の決定について 

(２) 賛助会費の納入状況について 

 (３) ２９年度納会・表彰式について 

会議事項 

(１) ３０年度加盟競技団体補助金について 

(２) ３０年度事業計画及び予算について 

(３) 賛助会費の納入状況について 

 

会議事項 

(1) ２９年度競技力向上事業補助金の交付決定審査 

(2) シリーズスポーツ講演会について 

(3) 今後の進め方について 

会議事項 

(1) 愛媛国体上田市壮行会について 

(2) シリーズスポーツ講演会について 

(3) 今後の進め方について 

内容 

(1)スポーツフィジカルセラピープログラム視察 

 

会議事項 

(1) ２９年度競技力向上事業補助金の確定審査 

(2) スポーツ講演会スケジュールについて 

 

会議事項 

(1) ウォーキングの開催日について 

 

会議事項 

(1) 武石地域ウォーキング開催について 

 



事   業 内  容 

第4回健康・体力向上委員会 

日時：２月２７日(火) 午後６時３０分 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

○第2回施設委員会 (施設視察) 

日時：１１月２９日(水) 午後１時３０分 

   場所：市内テニス場 

第3回施設委員会 

日時：２月８日(水) 午後６時 

   場所：市教育委員会 会議室 

   ※業務執行理事同席 

 

○第2回広報・情報委員会 

日時：６月７日(水) 午後４時 

   場所：市教育委員会 会議室 

第3回広報・情報委員会 

日時：７月１８日(火) 午後４時 

   場所：市教育委員会 会議室 

 第 4回広報・情報委員会 

   日時：１０月３０日（月） 午後４時 

   場所：市教育委員会 会議室 

第5回広報・情報委員会 

日時：１１月２８日(火) 午後４時 

場所：市教育委員会 会議室 

第6回広報・情報委員会 

日時：２月２７日(火) 午後４時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

○第2回スポーツ医・科学委員会 

日時：１０月１７日(火) 午後７時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

○体協あり方研究会 (５回開催) 

期日： ７月１１日、８月２８日、９月２６日、 

１０月２４日、１２月４日  

場所：市教育委員会 会議室 

 

［東信都市体育協会連絡協議会］ 

   日時：８月３０日(水) 午後２時 

   場所：佐久グランドホテル 

       佐久市市民交流ひろば 

 

 

 

３．スポーツ普及事業 

  上田市体育協会納会・表彰式 

  日時：１２月１３日（水） 午後５時３０分 

  場所：上田東急REIホテル 

会議事項 

(1) 武石地域ウォーキング再開催について 

 

 

内容 

(1) 古戦場公園・自然運動公園・丸子テニス場 

 

会議事項 

(1) 上田市スポーツ施設整備計画（案）について 

 

 

 

会議事項 

(1) 第７６号「体協うえだ」について 

 

会議事項 

(1) 第７６号「体協うえだ」校正について 

 

会議事項 

(1) 第７７号「体協うえだ」について 

 

会議事項 

(1) 第７７号「体協うえだ」校正について 

 

会議事項 

(1) 第７８号「体協うえだ」について 

 

 

会議事項 

(1) 指導者研修会の開催について 

 

 

会議事項 

(1) 体育協会のあるべき姿について 

 (２) 今後のあり方について 

  (３) 答申内容について 

 

視察   バルーン試乗体験 （佐久熱気球クラブ） 

会議事項 

(1) 当面の課題について（県体協より現況報告） 

(2) 各市提案事項・情報交換会 

参加：長野県体育協会（専務理事・事務局長） 

佐久市・小諸市・東御市体育協会、 

上田市体育協会：正副会長・事務局 

 

平成２９年度体育協会功労者表彰 

体育功労賞 １４人受賞 

出席者総数  ：  １６２人 



事  業 内  容 

第６６回上田市民総合体育大会 

期日 ： ７月～３月（１７種目） 

 

 

 

 

第３１回上田古戦場ハーフマラソン 

期日：１０月８日(日)   

 

 

シリーズスポーツ講演会（70周年記念事業）  

日時：２月１５日(木) 午後７時 

場所：サントミューゼ小ホール 

 

 

市民健康体力つくりの日 （千曲川右岸） 

日時：通年 毎週木曜日（全４５回） 

午前１０時～１２時 

場所：城跡公園第２体育館・城跡体育館 

市民健康体力つくりの日 （千曲川左岸） 

日時：通年 毎週木曜日（全４８回） 

午後２時～４時 

場所：自然運動公園総合体育館 

市民健康体力つくりの日 

日時：１月～３月毎週木曜日 (全１２回)  

午前９時～午後４時 

場所：古戦場公園屋内運動場 

 

第７２回国民体育大会 （えひめ国体） 

上田市関係出場選手壮行会 

日時：９月２５日(月) 午後４時 

場所：アリオ上田 星のコート  

（イベントホール） 

 

第７３回国民体育大会（冬季国体：新潟） 

上田市関係出場選手激励 (スキー競技) 

日時：２月２０日(火) 

場所：菅平高原リゾートセンター 

 

 

第１５回会長杯争奪親睦ゴルフ大会 

日時：５月２６日（金） 

第１６回会長杯争奪親睦ゴルフ大会 

日時：９月１２日（火） 

 

 第２回魅力発見ウォーキング 

日時：１１月２３日（木・祝） 

 

種目：軟式野球、ソフトボール、バレーボール、ソフトテニ

ス、テニス、バスケットボール、バドミントン、卓球、

弓道、剣道、柔道、相撲、ゲートボール、ゴルフ、マ

レットゴルフ、グラウンドゴルフ、レスリング 

参加者総数 ： ２，８４９人 

 

参加者総数 ： ２，１１０人 

加盟団体協力者数 ： １９０人 / ４０団体 

 ゲストランナー ： 塚原直貴 氏 

 

講  師 ： 瀬古利彦 氏  

（横浜ＤｅＮＡランニングクラブ総監督） 

参加者 ： ３２０人 

演  題 ： 「心で走る」   

 

内  容 ：  ピンポン、ダンス、太極拳、バドミントン 

腰痛健康体操、スマイルボウリング 

延べ参加者数 ： ６，３２２人 

 

内  容  ：  ピンポン、腰痛健康体操、バドミントン、 

ビーチボールバレー 

延べ参加者数 ： １，６２１人 

 

内  容  ：  ゲートボール 

延べ参加者数 ： ６２７人  

 

 

 

 

選手・監督・コーチ・トレーナー ４３名 

 

 

 

 

（スケート・アイスホッケー競技） 

    支援コーチ等 ２名 

（スキー競技） 

選手・監督・コーチ・トレーナー ７名 

  ※菅平高原スキークラブ会長へ激励金贈呈 

 

場所： 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 

参加者数 ： ３６人 

場所：浅間高原カントリー倶楽部 

参加者数 ： ４２人 

 

 

場所：武石地域 （荒天中止） 

 



４．スポーツ少年団育成事業 

スポーツ少年団登録状況 

 

 

 

 

  スポーツ少年団表彰 

 

 

 

 

スポーツ少年団諸会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流交歓事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー育成事業 

 

 

 

指導者・母集団育成事業 

 

 

登録単位団数 ： ４４団 

 (単一種目２５競技 ： ４３団、多種目：１団) 

団員数 ： １，９４９人   指導者数 ： ５５９人   

   計 ２，５２９人 （うち本部役員 ２１人） 

 

２９年度上田市スポーツ少年団功労者表彰  

日時：１１月３日（木）  

場所：上田城跡公園陸上競技場 

    受賞者：７人 

 

第１回本部員会 

日時：５月２３日(火) 午後６時３０分 

場所：市教育委員会 会議室 

第１回代議員会 

日時：６月１９日(水) 午後７時 

場所：市教育委員会 会議室 

第２回本部員会 

日時：９月２２日(金) 午後６時３０分 

場所：市教育委員会 会議室 

第２回代議員会 

日時：９月２９日(金) 午後６時３０分 

場所：市教育委員会 会議室 

 

第３０回上田市スポーツ少年団交流大会 

日時：１１月３日（金・祝） 

場所：上田城跡公園陸上競技場 

参加者数 ： ５６１人 

 

県スポーツ少年団東信地区競技別交流大会(テニス競技) 

期日：５月２８日（日）、６月１１日（日）  

場所：古戦場公園テニスコート、丸子テニスコート 

参加者数 ： １０１人 

県スポーツ少年団東信地区競技別交流大会（剣道競技） 

期日：８月２０日（日） 

場所：上田城跡公園体育館 

参加者数 ： ２９０人 

 

東信地区初級ジュニアリーダースクール 

期日：１１月１８日(土) 

場所：市民の森公園わしば山荘 参加者数 ： １９名 

 

スポーツ栄養学講習会 

日時：３月９日(金) 午後７時 

場所：市教育委員会 会議室 

テーマ：「目指せ！未来のトップアスリート 

 ～強い体とこころを育む食生活～」  

講師 ： 橋本玲子 氏 （認定スポーツ栄養士）  

参加者数 ： ３５人 



事   業 内  容 

 

 

 

 

 

 

 

その他活動 

 

 

 

 

 

５．広報・情報活動事業 

「体協うえだ」発行 

 

 

 

 

記念誌の発行 

（創立７０周年記念事業） 

 

 

 

６．東日本大震災復興支援事業 

 

 

 

 

 

７．スポーツ教室・各種大会等の開催と 

支援協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導者・母集団研修会 

日時：３月１１日(日) 午後３時 

場所：上田城跡公園体育館・柔道場 

内容：「小学生からの身体つくり」  

講師 ： 鷲巣国彦 氏 （スポーツトレーナー） 

参加者数 ： ５３人 

 

野球の日野球大会 

日時：８月５～６日  （２２チーム） 

場所：県営上田野球場ほか  

内容：上越市少年野球チームとの交流 

 

  

 

第７６号「体協うえだ」 発行 

発行日  ８月１５日号  発行部数 12,000部 

第７７号「体協うえだ」 発行 

発行日 １２月１５日号  発行部数 12,000部 

 

 「創立７０周年記念誌」発行 

発行日  ５月１日  

発行部数 ６００冊 

   配布先：加盟団体、賛助会員、関係団体、役員等 

 

東日本大震災義援金活動 

・２９年度義援金寄託額 ７５，６３４円  

（ゴルフ大会、納会、バドミントン協会、ダンス協会より） 

３月３１日現在残高   １５７，９４６円  

 

 

加盟団体スポーツ教室の開催  (市主催)  

・ゴルフ教室 ・少林寺拳法教室 ・卓球教室 ・合気道教室 

・ソフトテニス教室 ・弓道教室 ・テニス教室・バドミントン

教室 ・ソフトバレーボール教室 

 

・第４回太郎山登山競走         ５月 ３日～４日 

・こどもの日すもう大会          ５月 ５日  

・第３０回全日本生涯野球大会     ６月 ３日～４日 

・第２３回市民陸上カーニバル     ６月 ４日 

・第１２回クローバー杯市民ゴルフ大会  ７月１日～３日 

・第２２回信州爆水ＲＵＮ in依田川 ８月 ６日 

・市民水泳記録会             ８月２０日 

・第２８回ともしびの里駅伝大会   １０月２２日 

 


