
○会議等実績

期   日 会           場 備        考

４月１６日 市体育協会事務局 平成２９年度決算会計監査

４月２５日 市庁舎１４階大ホール
平成３０年度事業計画・予算審議ほ
か

４月２５日 市庁舎１４階大ホール 各委員選出ほか

６月２７日 熊本ホテルキャッスル
校区体協助成金・生涯スポーツ振興
事業ほか

１０月２６日 市庁舎４階モニター室
市体協表彰
市民スポーツ講演会ほか

３月１２日 駐輪場８階会議室
平成３１年度事業計画・予算審議ほ
か

６月２７日 熊本ホテルキャッスル
校区体協助成金・生涯スポーツ振興
事業ほか

１０月２６日 市庁舎４階モニター室
市体協表彰
市民スポーツ講演会ほか

３月１２日 駐輪場８階会議室
平成３１年度事業計画・予算審議ほ
か

○第７３回熊本県民体育祭関係

期   日 会           場 備        考

グラウンド・ゴルフ
５月１１日

２５日
熊本市城山公園運動施設ほか １６２人

テニス
６月９日
１０日

城山公園運動施設テニスコート １０５組／２１０人

ソフトテニス
６月１０日

２４日
城南総合スポーツセンター　　テニス
コート

７ペア／１４人

バスケットボール ６月１０日 熊本市雁回館体育館 ８チーム／１００人

軟式野球
６月１６日

１７日
水前寺野球場 ６チーム／１２０人

ソフトボール ６月１７日 水前寺野球場 男子２チーム　女子１チーム

バドミントン ６月１７日 熊本市総合体育館・青年会館 １３組／２６人

銃剣道 ６月２３日 熊本武道館 １６人

馬術 ６月２４日 北熊本乗馬クラブ １３人

柔道 ６月３０日 熊本武道館 ３８人

バレーボール ７月　１日 南部総合スポーツセンター 女子２チーム／３０人

アーチェリー ７月　１日 県民総合運動公園洋弓場 １４人

ボウリング
７月　４日

１８日
ワンダーボウル南熊本 延１３人

クレー射撃 ７月　７日 熊本クレー射撃場 ９人

ゲートボール ７月　９日 三山荘グラウンド １０チーム

卓球 ７月１４日 熊本市総合体育館　小体育館 ダブルス６ペア　シングル８人

弓道 ７月１５日 南部総合スポーツセンター弓道場 １５チーム／４４人

９月　３日 市庁舎１４階大ホール

第７３回熊本県民体育祭特別大会
９月８.９/

15.16/22.23日
熊本市ほか 総合優勝・女子優勝

１１月２７日 メルパルク熊本

行　　　事　　　名

平成３０年度事業報告

監査

評議員会(総会）

第１回理事会

第２回　〃

第７３回熊本県民体育祭特別大会結団式

第７３回熊本県民体育祭特別優勝祝賀会

第３回総務企画委員会
第３回スポーツ振興委員会合同会議

行　　　事　　　名

熊
　
本
　
市
　
予
　
選
　
会

第３回　〃

第４回　〃

第１回総務企画委員会
第１回スポーツ振興委員会合同会議

第２回総務企画委員会
第２回スポーツ振興委員会合同会議



○熊本市杯スポーツ大会関係

期    日 会           場 備        考

７月１６日 託麻スポーツセンター １５０人

９月　２日 若葉小学校体育館 男子９人・女子２５人

９月２４日 熊本市総合体育館・青年会館 男子１５T・女子１T　(９６人)

柔道 ９月３０日 熊本武道館 １２６人

テニス
１０月　６日

７日
浜線健康パークほか ８７組(１７４人)

軟式野球
１０月　７日
１３・１４日

水前寺野球場ほか ９チーム（１８０人）

１０月１４日 熊本県民総合運動公園 ２５人

１０月２１日 熊本クレー射撃場 ２４人

１０月２６日 熊本県民総合運動公園 １３６人

１１月　３日 南部総合スポーツセンター ６４人

１１月　４日 スポラ九品寺 ２８人

１１月２３日 浜線健康パーク １６チーム（６５人）

１１月２５日 清水部隊体育館 １７人

１２月　９日 南部総合スポーツセンター ２９チーム(１２９人)

１２月２３日 公徳会武道場 ８４人

１月１９日 どんぐりの森パークゴルフ場 １１５人

２月２５日 三山荘グラウンド １１チーム

３月１１日～
３１日

アクアドームくまもと 　

○生涯スポーツ振興事業

期   日 会           場 備        考

熊本市民スポーツ講演会 ２月１５日 市庁舎１４階大ホール 講　師　松田丈志氏
参加者　３００人

○体育協会表彰

期   日 会           場 備        考

熊本市体育協会表彰 １１月２７日 メルパルク熊本
団体長表彰３名
スポーツ功労者表彰１９名

○政令指定都市体育協会

期   日 会           場 備        考

９月２７日
２８日

ホテルキャッスルほか ２０指定都市　４４名

○熊本市民スポーツフェスタ

期   日 会           場 備        考

５月 熊本市総合体育館・青年会館ほか ５０５人

７月 熊本市総合屋内プールほか ３０１人

１０月～１１月 熊本市総合体育館・青年会館ほか ８５人

１月～２月 熊本市総合屋内プールほか ２７０人

１１月～３月 各区運動施設ほか １，１７９人

スポーツチャンバラ

バウンドテニス

バドミントン

クレー射撃

行　　　事　　　名

行　　　事　　　名

行　　　事　　　名

市民スポーツフェスタ春季大会

第２０回政令指定都市体育協会研究協議会

行　　　事　　　名

区民スポーツフェスタ

パークゴルフ

ゲートボール

アイスホッケー

アーチェリー

グラウンド・ゴルフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

銃剣道

ミニバレーボール

少林寺拳法

剣道

弓道

ボウリング

市民スポーツフェスタ夏季大会

市民スポーツフェスタ秋季大会

市民スポーツフェスタ冬季大会

行　　　事　　　名


