平成 ２６ 年度 事業計画

Ⅰ 基本方針
新たな栄光をめざして、競技スポーツのより一層の向上を図るとともに、
生涯スポーツの振興に努め、県民の健康・体力の増強はもとより、豊かで
活力と潤いのあるスポーツ立県を目指し、次の重点事項を定める。

重点事項
１． オリンピックを頂点とする国際舞台で活躍できるトップアスリートの養成に努める。
２． 競技力の向上に努め、国民体育大会上位を目指す。
３． 生涯スポーツの普及・振興に努め、スポーツを楽しむ気風を高める。
４． 少年スポーツを奨励し、青少年の健全育成に努める。
５． 時代に合う必要な研修を実施することで、より質の高い指導者の養成を目指す。

Ⅱ 事業内容
〔１〕 本年度の重点課題
１． 「長崎がんばらんば国体」（第６９回国民体育大会）では、天皇杯得点１０００点獲得と天皇杯順位上位
進出を目指す。
２． 第３５回北信越国民体育大会の成功に向けて、加盟団体と連携を密にし、組織をあげて取り組む。
３． 日本スポーツマスターズ２０１５石川大会開催に向けた準備に万全を期する。
４． いしかわ総合スポーツセンター・石川県立武道館・兼六園弓道場・石川県卯辰山相撲場の指定管理
者の代表団体として、また、医王山スポーツセンターの管理者として、スポーツ大会はもとより、多目的
施設として幅広いイベントの誘致に力を入れ、「県民のニーズに応じた、県民のためのスポーツ施設」
としての管理運営を目指す。

〔２〕 主要事業の取り組み
１．スポーツ強化推進事業
第６８回国民体育大会では、天皇杯得点が９０３点と目標としていた１０００点には及ばなかった。第６９回国民
体育大会では、天皇杯得点１０００点獲得と天皇杯順位上位進出を実現するために「チーム石川」の精神のもと、
関係機関、団体と連携を密にし、各種事業を実施する。

チーム石川 ２０１４ スローガン

Ｔry for 1000 !
「チーム石川」に関わる一人ひとりが果敢に挑戦し、何としても
天皇杯得点１０００点を獲得する強い意志を示すものである。

（１） 国体の選手強化
競技団体及び、その強化スタッフ、チーム、選手と「チーム石川」の課題と目標を共有しながら選手強化に
取り組む。
① 「チーム石川アスリートクラブ（ＴＩＡＣ）」の充実
（ｱ） 本県のトップアスリート、国体候補選手で編成し、本県アスリートの牽引者であるという自覚を促す。
（ｲ） 「チーム石川」アスリートの一員として国体上位入賞はもちろん、国際大会出場を目指す意識と意欲の
喚起を促す。

② 科学トレーニングの有効活用推進（スポーツ医・科学に関する事業と関連）
（ｱ） 「ＴＩＡＣ」登録選手の科学トレーニングを推進する。
（ｲ） トップアスリートを目指す選手に、科学トレーニングの有効性を理解させるとともに積極的に活用を促し、
さらなる身体能力の向上を目指す。
（ｳ） 強化セミナーを開講し、指導者と選手のメンタル強化を図る。
（ｴ） 各競技団体としてこれまで以上に組織をあげて科学的トレーニングに取り組む。
③ 効果的な強化費の配分
（ｱ） 強化費の基礎的配分と実績に応じた重点配分を行う。
（ｲ） 本国体出場権獲得競技種別に対して、重点的に配分する。
（ｳ） 活躍が期待できる競技の中学生に対し、配分する。
④ 競技用具等整備支援事業
競技力の向上に必要な競技用具等の整備・補助をする。
⑤ 「チーム石川」強化スタッフ研修会の開催（年２回）
各競技団体強化スタッフを一堂に会し、競技力の向上と国民体育大会での目標達成に向けての分析と強化
計画、及びその実施に向けての意思統一を図る。
⑥ 競技団体個別会議の開催（年２回）
（ｱ） 競技力向上に向けて、競技別に戦力分析・国体予想・強化対策のヒアリングを実施する。
（ｲ） 国体後に、今年の反省を踏まえて、来年に繋がる競技分析をし、強化策を策定し実行する。
⑦ ふるさと選手起用の拡大
（ｱ） ふるさと選手起用の一層の拡大を図る。そのため、競技団体との連携を強化する。
（ｲ） 県外で、独自で強化に取り組む大学生を除いた「ふるさと選手」について、申請のあったものを審査の上、
別枠で強化費を与える。
（２） 競技別一貫指導ジュニア育成事業
平成１６年度に完成した一貫指導プログラムにより、小・中学生を対象にしたジュニア競技者の発掘・育成及び
指導者の養成を行い、一貫指導体制の基盤・拠点作りを推進する。
これまでに２３競技団体で実施しており、２年継続事業として、昨年度と同じ６競技団体を指定する。
〔陸上競技、体操（競技）、ハンドボール、バドミントン、相撲、ソフトテニス〕
（３） ジュニア競技者育成事業
将来、本県の少年･成年選手として活躍が期待される小学生を対象に、発掘・育成を図る。これまでに５競技団
体で実施しており２年継続事業(原則）として、昨年度から継続の３競技団体に加えて、新たに２競技団体を指定
する。
〔ソフトボール、レスリング、スキー（クロスカントリー）、卓球、ゴルフ〕

（４） 国民体育大会派遣事業
① 本県を主会場に開催の第３５回北信越国民体育大会（ブロック予選実施競技）において、県選手団を編成・
派遣し、交通費、宿泊費を補助する。
② 長崎県を主会場に開催の第6９国民体育大会に県選手団を編成・派遣し、交通費、宿泊費を補助する。
③ 国民体育大会に出場する選手・監督に対し、ユニフォーム購入費の一部を補助する。
（５） スポーツ医･科学に関する事業
① 国体メディカルチェック事業
強化選手のうち、約５０名に石川県医師会、医･科学委員会、スポーツドクター協議会の協力のもとメディカル
チェックを実施する。
② アンチ・ドーピング事業
ドーピングプロジェクト委員会が、国体選手にアンチドーピング活動の意義と実際の行動について講義をし、
周知徹底を図る。
③ 科学トレーニング特別強化事業
”トップアスリートの養成”の原点に帰り、科学トレーニングの活用と運動機能測定の推進を図ることにより、
競技力向上に資する。
（６） 激励 ・表彰に関する事業
本県の競技力の向上対策の一環として、必要な激励、表彰を行う。
① 「国体選手激励会」
結団壮行式に併せて、激励会を開催する。
開催にあたっては、本県を代表して国体に出場する選手団を激励するため、加盟団体ならびにスポーツに
理解のある各種団体や広く県民の理解・協力を得て開催する。
② 「国体入賞者の集い」
（ｱ） 国体において活躍した競技団体、選手を表彰及び慰労する。
（ｲ） 「チーム石川」として、顕著な活躍をした競技団体、選手を特別に表彰する。
③ 「西川・米沢スポーツ賞」
国際大会・全国大会で、極めて優秀な活躍をした指導者、チーム、選手の中から表彰する。
④ 石川県体育協会「最優秀選手表彰」「優秀選手表彰」
国際大会・全国大会で優秀な成績を収めたチーム、選手を表彰する。
⑤ 体育功労者表彰
永年にわたり、各競技団体に功績があった役員を県民体育大会の場に於いて表彰する。

２．スポーツ普及振興事業
(１) 県民のスポーツ振興及び広報啓発活動
① 広報活動に関する事業
機関誌とホームページの充実
（ｱ） 本県選手の活躍を讃え、県スポーツ界の発展をめざし、より充実したものにする。
（ｲ） 本県スポーツ界のみならず、情報収集の機会として広く関係者に周知を図る。
（ｳ） 本会事業を広く県民に知らしめることで、理解を求め、本県のスポーツ熱の向上を目指す。
（ｴ） 機関誌「スポーツ石川」「体協だより」及びホームページを通じて県民への周知を図る。
（ｵ） 「チーム石川アスリートクラブ」の「ＴＩＡＣ通信」を発行し、選手の志気の高揚を図る。
② 組織整備への支援
（ｱ） 国体種目外競技団体組織強化
生涯スポーツ振興とあわせて、積極的に活動推進支援を行う。
（ｲ） 市町体育協会組織強化
19市町の組織力強化を支援する。
（ｳ） 地域体育大会への支援
市町村合併後、新たに取り組まれる地域事業に対し、必要な支援をする。
③ 総合型地域スポーツクラブへの支援
生涯スポーツ社会構築に向けて、生涯スポーツの拠点として多世代が参加できる総合型地域スポーツ
クラブを支援するため、県広域スポーツセンターとクラブ連絡協議会（いしかわクラブゾーン）と連携し、
総合型地域スポーツクラブの認知度の向上と、県内各クラブの会員数の増加に向けて、必要な取り組み
を推進する。
〔11市町で設置済み(計３５クラブ、４クラブ準備中）、２町は設立準備中（２クラブ） ６市町が未設置〕
（平成２５年１１月現在）
④ 生涯スポーツ団体の加盟促進
現在加盟済みの生涯スポーツ団体に加え、さらなる加盟促進に取り組む。
(２) 石川県民体育大会開催事業
① 夏季大会(正式・公開５０競技、デモンストレーション１競技)を、内灘町（主会場）・かほく市・津幡町の中地区
に於いて、８月９日(土)・１０日（日）に開催する。
② 冬季大会は、平成２７年２月１４日(土)・１５日(日)に白山市で開催の予定。
③ 大会開催地には、式典・大会開催に必要な準備費を交付するとともに、実施競技団体には運営費を交付
(３) 第３５回北信越国民体育大会会場整備事業
本県で開催される第３５回北信越国民体育大会での競技場を整備する。

(４) 指導者の養成に関する事業
① 公認スポーツ指導者養成講習会の開催
（公財）日本体育協会委託事業として、日本体育協会公認スポーツ指導員養成講習会の共通科目・専門
科目を開催する。
② スポーツ指導者研修会の開催
（公財）日本体育協会委託事業として、スポーツ指導者の資質向上と活動の充実を図るため、研修会を開
催する。
（５） 日本スポーツマスターズ２０１５石川大会への支援
標記大会を２０１５年（平成２７年）に開催するため、実行委員会に支援する。

３．スポーツ施設を活用した各種事業と効率的な管理運営
県民が安全かつ公正にスポーツができるようスポーツ施設の環境を整え、県民の生涯スポーツの普及・振興を
図り、健康・体力・生きがいづくりに寄与するため、次の各種事業を実施する。
（１） スポーツ施設管理運営事業
指定管理者として、いしかわ総合スポーツセンター、石川県立武道館、兼六園弓道場、石川県卯辰山相撲
場の各施設を管理・運営する。県・市の助成をうけて医王山スポーツセンターを管理運営する。
施設の効率的な管理運営に努め、利用者の満足度を高めることにより、スポーツ人口の拡大を図る。
（２） 各種スポーツ教室の開催
スポーツ振興のソフト事業として、各種スポーツ教室を開催することにより、スポーツを始めるきっかけと
楽しむことができる場を広く提供するとともに、それらによって作られた自主グループの活動支援を行う。

４．スポーツ少年団育成事業
スポーツ少年団の本来の目的を再確認し、スポーツを通して心豊かで健全な青少年の育成を目指す。
（１） 指導者育成事業
スポーツ少年団認定員の資格取得を目的とした事業であり、スポーツ少年団の育成及び指導者の養成を
図るため、講習会を開催する。
（２） スポーツ少年団指導者研修事業
指導者の指導力及び資質向上を図ることを目的に研修会を開催する。
（３） スポーツ少年団指導者等顕彰事業
永年にわたり本県スポーツ少年団の指導・育成に貢献し、特に顕著な功績のあった指導者・役員・団等を
表彰する。

（４） 市町スポーツ少年団育成事業
各市町でスポーツ少年団員が一堂に会し、各種のスポーツを楽しむことを通じて交流を図り、各市町内の
団員の相互理解と友情を深めるとともに、指導にあたる少年団指導者の資質向上を図ることを目的に実施
する。
（５） 交流活動事業
団員にスポーツの歓びを体験する機会と自己研鑽のための場を与える。また、競技を通じて団員相互の
交流を深めるとともに、仲間意識と連帯感を高め、スポーツ少年団活動を一層豊かなものとし、地域に
おける団活動の活性化を図る。
① 石川県スポーツ少年団競技別交流大会
② 全国交流大会
③ 北信越ブロック交流大会
④ 国際交流事業

５．財政基盤確立に関する取り組み
本会の自主財源の充実を図るため、維持会員の一層の加入促進に努める。
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<表彰関係>
平成２５年度 西川・米沢スポーツ賞表彰
５月２４日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

第３5回北信越国民体育大会結団壮行式

８月１８日(月)

いしかわ総合スポーツセンター

第３５回北信越国民体育大会開会式

８月２２日(金)

いしかわ総合スポーツセンター

第３５回北信越国民体育大会

８月２２日(金)
～２４日(日)

石川県内

※中心会期外開催
５月１０日～８月３０日
選手団派遣

第６９回国民体育大会結団壮行式(会期前開催競技) ８月２９日(金)

いしかわ総合スポーツセンター

水泳・カヌー(S/W)

第６９回国民体育大会結団壮行式(中心会期競技) １０月５日(日)

金沢市内ホテル

第６９回国民体育大会石川県選手団激励会 １０月５日(日)

金沢市内ホテル

第６９回国体選手団激励

水泳・カヌー(S/W)

平成２５年度 県体協最優秀・優秀選手表彰
<国体関係>

第６９回国民体育大会会期前実施競技

９月７日(日)
～１４日（日)

長崎市・福岡県福岡市・
熊本県人吉市

第６９回国民体育大会開会式

１０月１２日(日)

長崎県立総合運動公園
陸上競技場

第６９回国民体育大会

１０月１２日(日)
～２２日(水)

長崎県内・熊本県益城町

第６９回国民体育大会「入賞者の集い」

１１月２２日(土)

金沢市内ホテル

１２月中旬

未定

選手団派遣

１２月中旬

未定

選手団派遣

第７０回国民体育大会冬季大会
ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会ﾌﾞﾛｯｸ予選会
第７０回国民体育大会冬季大会
ﾌｨｷﾞｭｱ競技会予選会
第７０回国民体育大会冬季大会
スケート・アイスホッケー競技会結団壮行式
第７０回国民体育大会冬季大会
ｽｹｰﾄ・ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会
第７０回国民体育大会冬季大会
スキー競技会結団壮行式
第７０回国民体育大会冬季大会
スキー競技会

平成２７年
１月１７日(土)
１月２８日(水)
～２月１日(日)

選手団派遣・結団壮行式

いしかわ総合スポーツセンター
群馬県前橋市・渋川市・高崎市 選手団派遣・結団壮行式

２月１２日(木)

いしかわ総合スポーツセンター

２月２０日(金)
～２３日(月)

群馬県片品村

選手団派遣・結団壮行式

第６６回石川県民体育大会夏季大会

８月９日(土)
・１０日(日)

内灘町・・かほく市・津幡町他

開会式
内灘町文化会館

平成２６年度体育功労者表彰

８月９日(土)

内灘町文化会館

第６７回石川県民体育大会冬季大会

平成２７年
２月１４日（土）･１５日（日）

白山市（予定）

日本スポーツマスターズ２０１４埼玉大会

９月１９日(金)
～２３日(火)

埼玉県

石川県スポーツ指導者研修会

９月２３日(火)

石川県地場産業振興センター

平成２７年 新年互礼会

平成２７年
１月１１日(日)

金沢市内ホテル

<県体関係>

<その他>
式典及び大会運営等視察

Ⅳ 主要会議日程
会

議

名

期 日

会

場

<理事会・評議員会関係>
第１回理事会

５月１０日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

第２回理事会

５月２４日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

第３回理事会

８月９日(土)

内灘町文化会館

第４回理事会

３月１５日(日)

いしかわ総合スポーツセンター

定時評議員会

５月２４日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

臨時評議員会

３月２２日(日)

いしかわ総合スポーツセンター

専門委員会

必要に応じて

いしかわ総合スポーツセンター

第６６回県民体育大会第２回県体担当者会議

７月６日(日)

いしかわ総合スポーツセンター

第６６回県民体育大会総監督会議

８月８日(金)

内灘町文化会館

第６７回県民体育大会第1回県体担当者会議

１１月２９日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

日体協加盟団体定時評議員会

６月下旬

岸記念体育会館

日体協加盟団体臨時評議員会

平成２７年
３月下旬

岸記念体育会館

日体協加盟団体事務局長会議

４月下旬

岸記念体育会館

北信越体育協会専務理事･事務局長会議

６月中旬

富山県

第３５回都道府県体育協会連合会
中地区事務局長研修会

１０月３０日(木)
・３１日(金)
平成２７年
３月下旬

<県体関係>

<日体協・北信越体協等関係>

都道府県体育協会国体連絡会議

岐阜県
岸記念体育会館

<日本スポーツマスターズ関係>
５月３０日(金)

いしかわ総合スポーツセンター

実行委員会第１回総会

４月１８日(金)

いしかわ総合スポーツセンター

実行委員会第２回総会・総監督会議

８月２２日(金)

いしかわ総合スポーツセンター

実行委員会第３回総会

１２月１２日(金)

ホテル金沢

第１回実行委員会

<第35回北信越国民体育大会関係>

内 容 等

平成２６年度石川県スポーツ少年団基本方針
⒈ 指導者・リーダーの資質向上資格取得の促進を図る。
⒉ 関係機関及び団体との連携強化を図る。
⒊ 中高生団員の活動継続の促進を促す。
⒋ 運動適正テストの実施を促進する。

平成２６年度石川県スポーツ少年団事業計画（案）
事

業

名

期

日

会

場

等

県内交流活動事業
平成26年度石川県スポーツ少年団総合開会式

4月 5日(土)

第50回石川県スポーツ少年大会

7月19日(土)・20日(日)

医王山スポーツセンター

第43回サッカー交流大会（中学生の部）

4月下旬

県まめだ簡易グラウンド 他

第36回軟式野球交流大会

4月29日(火・祝)～ 6月29日(日) 県内９会場

第26回水泳交流大会

8月24日(日）

白山市松任総合運動公園水泳プール

第26回相撲交流大会

8月24日(日）

七尾市愛宕山相撲場

第43回サッカー交流大会（小学生の部）

9月23(火・祝)27日(土)・28日(日） 安原運動広場 他

第10回バレーボール交流大会

9月28日(日)

いしかわ総合スポーツセンター

第43回卓球交流大会

11月29日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

第43回剣道交流大会

12月14日(日)

松任総合運動公園体育館

第26回バドミントン交流大会

11月30日(日)

河北台健民体育館

第26回柔道交流大会

11月22日(土)

県立武道館

共催 第38回全日本少年サッカー大会（石川大会）

5月～ 6月

安原運動広場 他

共催

6月28日・29日

松任総合運動公園体育館 他

第34回全日本バレーボール小学生大会（石川大会）

指導者・リーダー育成事業
11月 1日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

10月4日(土)・5日(日)

野々市市「情報交流館カメリア」

10月18日(土)・19日(日)

羽咋市「コスモアイル羽咋」

スポーツ少年団指導者研修会

27年 2月中旬

いしかわ総合スポーツセンター

ジュニアリーダースクール

平成27年3月21日(土)・22日(日) 金沢市キゴ山ふれあいの里研修館

体力テスト判定員養成講習会
スポーツリーダー兼認定員養成講習会

国際交流活動事業
第41回日独同時交流事業

（中央事前研修会）

受 入

予定なし

派 遣

8月 1日(金)～ 8月18日(月)

指導者

5月 3日(土)～ 5日(月)

団 員

5月 4日(日)・ 5日(月)

団員2名
東京都「国立オリンピック記念青少年総合センター」

（北信越事前研修会）

6月14日(土)・15日(日)

富山県

（結団式）

7月31日(木)

東京都「国立オリンピック記念青少年総合センター」

事
派

遣

事

業

名

期

日

会

場

等

業

第36回全国軟式野球交流大会（北信越大会） 7月20日(日)・21日(月・祝)

福井県「丹南総合公園野球場」

第45回北信越ブロックスポーツ少年大会

8月 4日(月)～ 6日(水)

長野県「長野県須坂青年の家」

第34回北信越ブロック競技別交流大会
ミニバス

（女子）

8月 9日(土)・10日(日)

富山県「富山県総合体育センター」

柔道

（男女）

8月 9日(土)・10日(日)

富山県「県営富山武道館」

バドミントン （女子）

8月 9日(土)・10日(日)

富山県「富山県総合体育センター」

（男子）

11月 8日(土)・ 9日(日)

富山県「富山県総合体育センター」

北信越ブロック指導者研究協議会

11月15日(土)・16日(日)

長野県「ホテル清風園」

北信越ブロックリーダー研究大会

10月25日(土)・26日(日)

長野県「いこいの村アゼィリア飯綱」

第52回全国スポーツ少年大会

8月2日(土)～5日(火)

大阪府「貝塚市民文化センター」他

第36回全国軟式野球交流大会

8月8日(金)～11日(月)

北海道「旭川市花咲スポーツ公園硬式野球場」

第37回全国剣道交流大会

27年3月27日(金)～29日(日)

埼玉県『埼玉県立武道館」

第12回全国バレーボール交流大会 （女子）

27年3月27日(金)～30日(月)

バレーボール

〃

諸

（男子）

27年3月27日(金)～29日(日)

福島県「あづま総合体育館」他

指導者全国研究大会

6月22日(日)

東京都「ホテルグランドパレス」

全国リーダー連絡会

9月27日(土)・28日(日)

東京都「国立オリンピック記念青少年総合センター」

シニア・リーダースクール

8月7日(木)～11日(月)

静岡県「国立中央青少年交流の家」

第1回 4月26日(土)

いしかわ総合スポーツセンター

第2回27年 3月上旬

未定

市町事務担当者会議

5月2日(金)

いしかわ総合スポーツセンター

北信越ブロック連絡協議会理事会

第1回 5月中旬

会

議

石川県スポーツ少年団常任委員会・委員総会

第2回 10月中旬

長野県

北信越・東海ブロック会議

27年 1月下旬～2月上旬

長野県

全国事務担当者会議

5月下旬

東京都

全国指導者協議会

6月20日(金)・21日(土)

東京都「岸記念体育会館」

石川県立武道館
基本方針
本県における武道振興の中核的拠点施設として「競技力の向上」及び「生涯スポーツ社会の実現」
を図り、利用者サービスの向上や安全確保に努め効率的な管理運営を行う。
運営方針
１ 武道に親しみやすい環境の整備及び施設の利用促進
２ ライフステージに応じた武道人口の増加
３ 関係競技団体と連携を密にした競技力の向上

平成２６年度事業計画
１ 主催事業
武道教室(期間：平成２６年４月９日～平成２７年３月２０日）
教室名
クラス
実施曜日

柔道
Ａ

剣道

～ Ｆ

月・水・金

Ａ

弓道

～ Ｆ

月・水・金

Ａ

～ E

月・水・金

なぎなた
Ａ

～ C

月・火・木

※２月中旬に県立武道館教室生錬成大会を実施

２ 共催事業
①

地方青少年武道錬成大会

②
※

地域社会武道指導者研修会
日本武道館より補助を受け、石川県立武道館主管のもと事業を行う。

月

日

事

業

名

対
学

象

会

場

7月29日（火）～31日（木）

金沢市青少年武道錬成大会（柔道・剣道）

中

生

県立武道館

柔道場、剣道場

8月 6日（水）～ 8日（金）

金沢市青少年武道錬成大会（なぎなた）

中・高校生

県立武道館

剣道場

9月14日（日）・15日（月）

白山市青少年武道錬成大会（少林寺拳法）

小・中学生

松任総合運動公園

10月 4日（土）・ 5日（日）

金沢市地域社会武道指導者研修会（弓道）

一般男女

県立武道館

弓道場

11月 8日（土）・ 9日（日）

金沢市地域社会武道指導者研修会（空手道）

一般男女

県立武道館

剣道場

啓武館

３ 来館者の多い主な大会（行事）
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月

県居合道大会、春季例大祭弓道大会（兼六園弓道場）
県下女子剣道大会、高校相撲金沢大会（卯辰山相撲場）
県高校総体（柔道、弓道）
県中学校大会（柔道・弓道）、青少年武道錬成大会（柔道・剣道）
県民体育大会弓道競技、青少年武道錬成大会（なぎなた）、北信越国体（柔道･弓道・なぎなた）
県下段別剣道選手権大会
秋季例大祭弓道大会（兼六園弓道場）
県高校新人大会（柔道・弓道）、県弓道選手権大会
県柔道連盟稽古納め、県剣道連盟稽古納め
県柔道連盟稽古始め、県剣道連盟稽古始め、射初式（兼六園弓道場）
県立武道館教室生錬成大会

平成26年度 医王山スポーツセンター基本方針
基本方針
県民の健康と体力の増進ならびに県民スポーツの普及振興を図り、心身ともに健全で活力ある
県民生活の形成に寄与するとともに、安全にして快適な空間の提供を目指す。

運営方針
１ 幅広い年齢層が気軽にスポーツを楽しめる健康で明るいスポーツコミュニティーの実現
２ 主催事業開設による地域のスポーツ人口の拡大
３ 地域自然環境への配慮と安全で快適な施設・設備の充実

平成26年度医王山スポーツセンター主催事業計画
月

日

４月 ８日(火)～
１１月２５日(火)
毎週火曜日

事

業

名

対象

レディース・エンジョイ・スポーツ
テニスサークル「テニスの奥様」

一般女性

スポーツセンター
テニスコート・体育館
・研修室

レディース・エンジョイ・スポーツ
バドミントンサークル「シャトルウーマンズ」

一般女性

スポーツセンター体育館
・研修室

（ただし、施設が利用出来ない日は除く）

４月 ８日(火)～
１２月１６日(火)
毎週火曜日

活動場所

（ただし、施設が利用出来ない日は除く）

４月２０日(日）
５月１８日(日）
順延日:２５日(日)

第２８回医王山ライフル射撃場オープン射撃大会

協会員及び
銃所持者

医王山ライフル射撃場

ウォーキング・イン・マウントイオウ

制限なし

医王山山麓へ登山

５月２９日(木)～７月１７日(木)
毎週木曜日 計８回

レディース・エンジョイ・スポーツ
～ Tennis Edition ～

一般女性

スポーツセンター
テニスコート・体育館
・研修室

９月４(木)～１０月２３日(木)
毎週木曜日 計８回

レディース・エンジョイ・スポーツ
～ Badminton Edition ～

一般女性

スポーツセンター体育館

９月２１日(日）

第２６回医王山ＳＣ
交歓ターゲット・バードゴルフ大会

制限なし

スポーツセンター
ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ場、
球技場

９月２８日(日）

第２３回医王山ＳＣバレーボール大会 兼
市加盟チーム スポーツセンター体育館
第３０回金沢市９人制バレーボール男女選手権大会

１１月９日(日）

第２５回医王山ＳＣ交歓小学生バドミントン大会

１月２０日(火)～２月１０日(火)
毎週火曜日 計４回

レディース・エンジョイ・スポーツ
～ Ski Edition ～

１月２３日(金)～２５日(日)

２月６日(金)～８日(日)

平成２６年度ちびっこスキースクール

平成２６年度ちびっこスキースクール

県連盟に加盟
スポーツセンター体育館
する小学生

一般女性

周辺スキー場

小学生
（4～6年)

周辺スキー場

(１回目)

(２回目)

