
平成２９年度第３回袖ケ浦市スポーツ推進委員定例会議録 
 

１ 開催日時  平成２９年９月２２日（日）１５時００分 開会 

 

２ 開催場所  市役所旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 １７名 

会 長 上村  篤 副会長 岡上 敦子 

副会長 鈴木 和義 委 員 宮﨑 祐二 

委 員 二本柳俊恵 委 員 天野 恵子 

委 員 若林 博之 委 員 良本ユリ子 

委 員 鈴木 洋子 委 員 鶴岡 一男 

委 員 柴﨑嘉一郎 委 員 福原 淳子 

委 員 山崎 善博 委 員 小野美佐子 

委 員 井下田正巳 委 員 山下 まみ 

委 員 田中 洋一   

 

４ 事務局職員 ２名 

体育振興課長 林 健司 主幹 大久保治彦 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 傍聴人数 ０人 

 

６ 報告事項 

  事務局より以下の通り報告した。（大久保） 

（１）第２回定例会議～本日までの活動報告（事務局） 

（２）学びと集い            （ 〃 ） 

 

７ 議 事  議    長  上村  篤 会長 

書    記  鈴木 洋子 山下まみ 

議事録署名人  柴﨑嘉一郎 若林博之 

 

＜議題１．当面の事業の詳細について＞ 

 

議 長：議題１の当面の事業の詳細について事務局よりお願いします。 

 

（１）袖ケ浦市体力測定会 

【参加者】 

上村 岡上 柴﨑 田中 井下田 安土 鶴岡 良本 宮﨑 小野 小前 

   

議 長：来年度から、年間事業計画に入れてよいかどうか話し合います。 

 

山 崎：これは、データをとってどこかに保存しておくか、または、参加者本人に紙を渡

して、来年再来年につなげるのか。 

 



課 長：昨年度は昭和地区で実施しましたが、文部科学省に提出する資料を県に報告する

必要がありました。今までは、毎年体力測定会を実施していなかったため、人が

集まりませんでしたし、データがありません。毎年、何年かに１度県への報告が

必要ありますし、何よりも市民の方に体力に対する意識を高めてほしく、毎年体

力測定会を実施していきます。今年は、個人データをパソコンに入力し、記録証

を参加者に配ります。今回のデータについては、来年再来年に活かせることがで

き、同じ参加者が来年度も参加してくれれば、比較ができるようになります。 

 

山 崎：そうしていかないと、体力の向上や下降が見えないですね。 

 

課 長：体育振興課の中に教員がおり、体力相談をすることができます。 

 

山 崎：課長の言ったとおりの方がいいと思います。ただ、個人情報が流れると問題が起

きるのが心配です。 

 

課 長：最低限のデータだけ残そうかなと思っています。名前と年齢だけがあればよいです。 

 

山 崎：やはり、体力測定会を続けた方がいいですね。 

 

議 長：今回は、年間事業計画に入れるか入れないかということが論点です。計画にいれ

なくても、従来通り協力依頼がきます。ここで、事業計画に位置付けるか付けな

いかをどうかです。他の行事と同じようにとらえていただければと思います。み

なさんのご意見いただきたいです。 

 

柴 﨑：前年実績はどうか。結構人は来るのか。時間も限られていることだし、いっぱい

来たらできないのではないか。 

 

課 長：３０名を越すぐらいです。今回、スポーツボランティアの方が１１名来るので、

ある程度大勢来ても対応できるはずです。その日どうしても都合がわるければ欠

席して構いません。専門性が高い行事ではなありませんので、安心してください。 

 

議 長：年間事業計画に入れるということでどうでしょうか。 

 

年間事業計画に入れるということで、承認された。 

 

（２）第２回スポーツ教室（バドミントン） 

【参加者】 

上村 岡上 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 若林 安土 良本 小野 小前 山下 

 

（３）全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 田中 良本 

  

 



（４）辞令交付式・第４回スポーツ推進委員定例会議 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 山崎 若林 

安土 鶴岡 良本 小野 宮﨑 天野 福原 二本柳 小前 山下 

 

（５）君津地区スポーツレクリエーション祭担当者及び審判会議 

【参加者】 

（ソ）鈴木和  （グ）田村  （イ）二本柳 

 

（６）第２回 第５回総合型地域スポーツクラブ交流大会実行委員会 

第３回 ウォーキングフェスタ実行委員会 

【参加者】 

（卓球）福原     （バド）田中、小前 （ユニバ）二本柳、柴﨑 

（ウォ）鶴岡、田村 

 

（７）君津地区スポレク祭 ソフトバレーボール担当：袖ケ浦市 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 山崎 若林 

安土 鶴岡 良本 小野 宮﨑 天野 福原 二本柳 小前 山下 

 

（８）第１回市インディアカ大会運営委員会 

【参加者】 

柴﨑 上村 岡上 鈴木洋 二本柳 天野 小野 福原 

 

（９）第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ交流大会 

【参加者】 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 山崎 若林 

安土 鶴岡 良本  小野 宮﨑 天野  福原 二本柳 小前 山下 

 

（10）第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会 

【参加者】 

上村 岡上 田村 柴﨑 鈴木洋 井下田 山崎 若林 鶴岡 良本 小野 

宮﨑 天野 福原 二本柳 小前 山下 

  ・分科会は全員ウォーキング希望。 

 

議 長：もう一度、確認したいことはありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題１について、承認された。 

 

 

 



＜議題２：第２回スポーツ教室（バドミントン）について＞ 

 

議 長：議題２について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：説明者 体育振興課主幹 大久保治彦 

日時、場所、内容等の概要（要項Ｐ５）について説明した。 

 

課 長：スポーツ推進委員の控室は、救護室から審判室へ変更をお願いします。 

 

事務局：障害者の方も参加予定なので、その方と一緒に活動する役割をお願いします。 

 

議 長：事務局の方で、先程参加できる委員で役割分担を考えてもらうということでいい 

でしょうか。 

 

委 員：異議なし。 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題２について、他の質問や意見ありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題２について、承認された。 

 

＜議題３：君津地区スポーツ・レクリエーション祭について＞ 

 

議 長：議題３ついて事務局の説明を求めます。 

 

事務局：説明者 体育振興課主幹 大久保治彦 

    日時、場所、内容等の概要（要項Ｐ６～１２）について説明した。 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題３について、質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議 長：今から、それぞれの担当を決めます。希望をとります。 

 

 【担当種目】以下のとおりに決定した。◎審判長 ☆担当代表 

種 目 役員名 

インディアカ ☆ 二本柳 柴﨑 田中 井下田 良本 小野 福原 

ソフトバレーボール ◎☆鈴木和 上村 岡上 鈴木洋 天野 山下 

グラウンドゴルフ ☆ 田村  山崎  若林  安土  鶴岡 宮﨑 小前 

議 長：他に質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題３について、承認された。 



＜議題４：第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツ交流大会について＞ 

 

議 長：議題４ついて事務局の説明を求めます。 

 

事務局：説明者 体育振興課主幹 大久保治彦 

    日時、場所、内容等の概要（要項Ｐ１３～１６）について説明した。 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題４について、質問や意見ありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題４について、承認された。 

 

＜議題５：第２７回袖ケ浦市インディアカ大会について＞ 

 

議 長：議題５について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：説明者 体育振興課主幹 大久保治彦 

日時、場所、内容等の概要（要項Ｐ１７）について説明した。 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題５について、質問や意見ありますか。 

 

課 長：運営委員会前までに申し込みを締め切り、参加チームが決定した上で運営委員会

に臨んだ方がいいので、締め切りを２６日（金）から２４日（水）にした方がよ

いと思います。 

 

議 長：今の意見に対して、質問や意見がありますか。 

 

＜異議なし＞ 

 

議 長：それでは、申し込み〆切日を２４日（水）とします。 

 

議 長：他に質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題５について、承認された。 

 

＜議題６：袖ケ浦ウォーキングフェスタ２０１８（第５回目）について＞ 

 

議 長：議題６について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：説明者 体育振興課主幹 大久保治彦 

日時、場所、内容等の概要（要項Ｐ１８～２０）について説明した。 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題６について、質問や意見がありますか。 



＜質疑なし＞ 

 

議題６について、承認された。 

 

 

＜議題７：袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ活性化事業について＞ 

 

議 長：各地区のクラブの取り組みについて、代表者が報告してください。 

 

○名幸ヶ丘（田中委員） 

・会員数 ４２７名（スポレク委員含）。 

・地区内には、スポレク委員がおり一緒に活動している。スポーツ推進委員も理事として

入り、クラブに貢献している。 

・７月８日（土） グラウンドゴルフ大会、７／９（日） 夏季インディアカ大会 

 １１／４、５には、文化スポーツまつりがある。地区のスポ推が全員参加する予定である。 

・市インディアカ大会は、地域ごとに出場するのが原則だと思う。現在、その原則を守ら

ずにチームを作り参加している。もう少し、チェックした方がいいと思う。 

・そのようなチームは、クラブチームの大会で出ればいい。だから、我々が主催する市イ

ンディアカ大会には出ないでほしいと、個人的には思っている。 

○ＮＥＳＵＰＯ（宮﨑委員） 

・会員数 １９３名。 

・今年から、関谷佳久会長になった。 

・広報活動が弱いが、８月ののぞみ野まつりで広報活動を実施した。 

・さわやかサタデーは、軌道に乗せていきたい。活性化に向けてがんばりたい。 

・フラダンスは８月の市の広報に載せた。 

○ＮＡＧＡＸ（鈴木洋、山崎委員） 

・会員数 ２６２名。 

・１０月９日（月） ふれあいフェスタ。５００人ぐらい来る。準備に携わっている。 

          当日、申し込みできる種目も多くあるので、みなさんに声をかけて 

いただきたい。 

・１１月      スポレク関係のソフトボール大会がある。 

○中富ふれすぽ（若林委員） 

・会員数 １５３名。 

・１２種目ある。 

・１０月１日（日）ソフトボール大会 

・１０月９日（月）中富スポーツまつり：グランドゴルフ １７０名ぐらい参加予定。 

・中富は、中川地区の会員が大半であり、富岡地区の会員が少ないのが現状である。 

・年明けに、インディアカ大会を予定している。 

・会員募集のために、９月３０日（土）に中川小バザー、１１月１１、１２日（土、日） 

公民館祭りで餅つきや写真を展示したい。 

○昭和ふらっと（二本柳委員、上村委員） 

・会員数 ２２０名。 

・各種目では力を入れているけれども、交流大会がないので、２月１２日（月）昭和中で交

流会の開催を考えいている。日にちだけは決定しているが、内容はこれから検討していく。 

・子どもに人気があるのが、卓球とバドミントンである。特にバドミントンは人数が増え

て、進め方を考えていかなかればならない。 



 

議 長：ただいま、各地区から説明のあった内容について、質問や意見がありますか。 

 

田 中：・ソフトボール大会も連協で主催したらいいのではないか。中富が主催でソフト

ボールの交流大会を行えばいい。 

    ・バドミントンも連協主催でできるのではないか。公民館ごとにバドミントンを

している人達がいっぱいいるので、そのような人々を集めて大会を開けばいい

と思う。 

    ・卓球も同様にできる。 

    ・現在、交流大会は会員限定とし範囲を狭くしているので、盛り上がりに欠けて

いる。だから、もっと広い目で見て会員以外の人も募って開けばいい。そうす

ると、もう少し交流大会も盛り上がるのではないか。 

 

課 長：・各クラブに予算を出しているので、クラブが他の方々にもスポーツをする場を

提供しているという実績をつくれば、地域の活性化につながりますし、市とし

てもありがたいです。 

    ・地域の活性化のために総合型があるので、インディアカ大会は地区ごとに出て

ほしいと市でも考えています。近くにインディアカをしている人がいれば、ぜ

ひ趣旨を伝えてほしいです。 

 

議 長：その他に、質問や意見がありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題７について、承認された。 

 

＜議題８：その他＞ 

 

議 長：事務局、その他の議題はありますか。 

 

事務局：ありません。 

 

８．連絡 

 

議 長：連絡事項について、事務局説明をお願いします。 

 

事務局：事務局より以下の通り報告した。（大久保） 

 

（１）「２０１８スポーツ推進委員手帳」の申し込み 

（２）拡大女性部交流会 

（３）「袖ケ浦の教育」の冊子 

（４）その他 

 



平成２９年度  第３回スポーツ推進委員会議 
 

                                            平成２９年９月２２日（金） 

                                      午後３時００分より 

                                     市役所旧館３階大会議室 

 

【次   第】 
                                   （進行：鈴木和義 副会長） 

 

１．開会のことば                           （岡上敦子 副会長） 

 

２．あいさつ 

（１）袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 上村 篤 会長 

（２）袖ケ浦市教育委員会体育振興課  林 健司 課長 

 

３．報告事項 

（１）第２回定例会議～本日までの活動報告（事務局） 

（２）学びと集い            （ 〃 ） 

 

（議    長：上 村 会 長） 

（記    録：鈴木洋 山下） 

                       （議事録署名人：柴﨑  若林） 

４．議題 

（１）当面の事業の詳細 

（２）第２回スポーツ教室（バドミントン） 

（３）君津地区スポーツ・レクリエーション祭 

（４）第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツ交流大会 

（５）第２７回袖ケ浦市インディアカ大会 

（６）袖ケ浦市ウォーキングフェスタ２０１８（第５回目） 

（７）袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ活性化事業 

（８）その他 

 

５．連絡 

（１）「２０１８スポーツ推進委員手帳」の申し込み 

（２）拡大女性部交流会 

（３）「袖ケ浦の教育」の冊子 

（４）その他 

 

６．閉会のことば                            （岡上敦子 副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項 
（１）第２回定例会議から本日までの活動報告について  

○第２１回市スポレク祭  

６月１８日（日）８：００～１５：００ 

グラウンドゴルフの部  ９：００～ 袖ケ浦市陸上競技場 

ソフトバレーボールの部 １０：００～ 臨海スポーツセンター体育館 
【参加者】（１８名）  

（グラウンドゴルフ） 

田村 田中 鈴木洋 

（ソフトバレーボール） 

上村 岡上 鈴木和 柴﨑 良本 小野 宮﨑 天野 福原 二本柳 井下田 

山下 山崎 若林 鶴岡 
事務局（課長（ＳＶＢ・ＧＧ）大久保（ＳＶＢ）山中（ＧＧ））  

 

○青少年健全育成推進大会  

７月 １日（土）１３：００～      平川公民館 
【参加者】（  ９名）  

上村  鈴木和 井下田  山崎  若林  安土  鶴岡  良本 福原  

 

○富津公園歩け歩け大会  

７月 ２日（日） ９：００～１１：３０ 富津公園 
【参加者】（  ６名）  

上村  鈴木和  田村  田中  良本  宮﨑  

（事務局） 課長、大久保 

 

○第２回君津地区スポーツ推進連絡協議会委員役員会  

７月 ２日（日）（歩け歩け大会終了後） 富津公園 
【参加者】（  ３名）  

（地区理事）上村  鈴木和  田村 

（事務局） 課長、大久保 

 

○学びと集い２０１７  

８月２６日（土）１０：００～１５：１０ 県総合スポーツセンター 
【参加者】（１１名）  

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  田中  山崎  安土 鶴岡  良本 

小野  

（事務局） 課長、大久保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）学びと集い２０１７について  
 
１．趣  旨  当面する社会体育の諸問題について研修し、スポーツ推進委員の資質の向 

上と地域スポーツの振興・推進に寄与する。 

 

２．期  日  平成２９年８月２６日（土） 

            午前９時４５分～ 受付（４Ｆ 多目的アリーナ） 

 

３．会  場 千葉県総合スポーツセンター 体育館 スポーツ科学センター多目的アリーナ 

           

４．参加対象  各市町村スポーツ推進委員、各市町村教育委員会社会体育担当者 

              各教育事務所・分室指導主事（保健体育担当）、県社会体育公認指導員 

              県スポーツプログラマー等 

 

５．日  程 

9:00~ 9:45~ 10:10~ 10:30~12:00 12:00~13:00 13:00~14:30 14:50~ 15:10 

準備 受付 開会式 実技 昼食 実技 閉会式 解散 

 

６．研修内容 

【実技研修①】１０：４０～１２：００ 

種 目：「健康体操」       （スポーツ科学センター ４階アリーナ） 

  講 師：国際武道大学教授 中島 一郎 氏 

参加者：上村、岡上、良本、田村、小野、林 

   

種 目：「チューブトレーニング」 （スポーツ科学センター ３階研修室） 

講 師：浦和大学助教授  中島 悠介 氏 

参加者：安土、山崎、鈴木和、柴﨑、田中、鶴岡、大久保 

 

【実技研修②】１３：００～１４：３０ 

種 目：「カローリング」  （体育館） 

講 師：日本カローリング協会 Ａ級インストラクター 加藤 和孝氏 他９名 

参加者：全員 

 

・恒例の研修会であり、県内スポーツ推進委員対象の合同実技研修会である。 

・県全体では、スポーツ推進委員合計３８３名（申込実績）が参加した。 

・君津４市の中では、一番多い参加人数だった。 

・同市の委員がバラバラになるようなグループ分けだったため、他市のスポーツ推進委

員との交流を深めることができた。 

・健康体操は何も準備物がいらなかったりチューブトレーニングのチューブも安く入手

できたりするため、気軽に紹介ができると思った。 

・一方、カローリングは、楽しくて夢中になれるスポーツだが、用具を揃えるとなると

１セット２０万円かかる。借用して紹介はできるが、市全体で根付かせることを目指

すには、準備費用がかかり過ぎると感じた。 



議題（１）  当面の事業について 
（１）袖ケ浦市体力測定会  

９月２４日（日）１０：００～  平川公民館体育室  

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土 鶴岡 良本 小野 宮﨑 天野 福原 二本柳 小前 山下 

  （検討事項）来年度から、年間事業計画に入れてよいか伺います。  

 

（２）第２回スポーツ教室（バドミントン）  

１０月１４日（土）  ９：００～  臨海スポーツセンター  

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（３）全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会  

・日   時：平成２９年１１月９日（木）～１０日（金）  

・会   場：１日目（全体会）  つくばカピオ  

        ２日目（分科会）  つくば国際会議場またはノバホール  

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

   ※全国功労者表彰  鈴木和義副会長  

 

（４）辞令交付式・第４回スポーツ推進委員定例会議  

・日  時  辞令交付式   平成２９年１１月１４日（火）１６：００～ 

       定 例 会 議         〃       １６：２０～ 

・会  場  保健センター１階集団指導室 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（５）君津地区スポーツレクリエーション祭担当者及び審判会議  

１１月１７日（金）富津市役所４階 ４０１会議室 

    １３:３０～ 担当職員 

１５:００～ 競技審判（各１名ずつ計３名） 

【参加者】 

（ソ）       （グ）        （イ） 

 

（６）第２回  第５回総合型地域スポーツクラブ交流大会実行委員会  

第３回  ウォーキングフェスタ実行委員会  

１１月２０日（月）１８ :００～  市役所旧館３階大・中・小会議室  

【参加者】  

（卓球）        （バド）       （ユニバ）  

（ウォ）  



（７）君津地区スポレク祭  ソフトバレーボール担当：袖ケ浦市  

１１月２６日（日）９：００～  

インディアカ、ソフトバレーボール：木更津市民体育館  

グラウンドゴルフ         ：桜井運動場  

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（８）第１回市インディアカ大会運営委員会  

１１月３０日（木）１８ :００～  市役所旧館３Ｆ  小会議室  

【参加者】  

柴﨑  上村  岡上  鈴木洋  二本柳 天野  小野  福原  

 

（９）第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ交流大会  

１２月  ２日（土）  

午前：卓球   午後：バドミントン（臨海スポーツセンター体育館） 

午前：ユニバーサルホッケー    （奈良輪小学校）  

【参加者】  

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 

 

（ 10）第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会  

・日  時  平成２９年１２月１０日（日） 

・会  場  匝瑳市八日市場ドーム 

・日  程 

9:00～ 9:30～ 10:30～11:35 11:35～13:00 13:00～14:45 15:20～ 

受付 
開会式 

表彰式 

講演 

（木樽正明氏） 

歓迎の集い 

（のさか太鼓） 

昼食 

第１分科会 

パネルディスカッション 
閉会式 

第２分科会 

ウォーキング（雨天決行） 

・詳  細  別紙参照 

 

【参加者】 

上村  岡上  鈴木和  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  山崎 若林 

安土  鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳 小前  山下 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議題（２） 
第２回スポーツ教室（バドミントン）について 

 

１ 日 時  １０月１４日（土）９：００～１２：００  

                ８：００ スポーツ推進委員集合 

８：３０ 講師      集合 

２ 会 場  臨海スポーツセンター 

スポーツ推進委員控室：救護室 

        講 師 控 室：会議室 

３ 準 備 

８：１５～８：２０   スポーツ推進委員 打ち合わせ 

８：２０～８：４５   バドミントン支柱＋ネット張り（６面）・受付準備 

４ 受講者受付 

８：４５～８：５５   受付      （  ・  ） ※アンケート配布 

              ラケット貸し出し（  ・  ） 

１０/１４ 

（土） 

９：００ 

  ～ 

１２：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２：１５ 

１ 開講式 （９：００～ ９：１５）  （進行：  ） 

（１）開会の言葉      （   ） 

（２）主催者あいさつ    （林課長） 

※小野会長を紹介⇒挨拶 

（３）講師紹介       （事務局 大久保） 

（４）本日の講習会について （講師長） 

（５）閉会の言葉      （   ） 

（６）ラジオ体操      （   ） 

 

２ 実技講習（９：２０～１１：４０） 

（１）レベル別練習会   （ ９：２０～１０：５０） 

（２）ミニゲーム＋審判講習（１０：５０～１１：４０） 

※ 時間配分はあくまでも予定です。 

 （休憩時講師への飲料配布：スポーツ推進委員３名程度） 

※講習会終了後、参加者全員でネットを片付ける。 

※ラケット回収      （  ・  ） 

 

３ 閉講式 （１１：４０～１１：５５） （進行：  ） 

（１）開会の言葉      （   ） 

（２）講師講評       （講師長） 

（３）受講生代表お礼の言葉 （当日決定） 

（４）閉会の言葉      （   ） 

（５）諸連絡        （事務局 大久保） 

※アンケート＆鉛筆配布＆回収（スポ推５名） 

 

全体解散予定 

５ 受講予定者  ５０名程度（１６歳以上） 

６ スポーツ推進委員参加者 

上村 岡上 良本 柴﨑 井下田 安土 山崎 田村 

田中 若林 二本柳 鈴木和 宮﨑 鶴岡 小前 山下 

鈴木洋 小野 福原 天野     

 

技能レベル 

A…初心者・全く経

験なし。 

B…少し練習経験が

あり、ネット越

しにラリーを

続けられる。 

C…公式試合出場経

験あり、もしく

は競技経験年

数３年以上で

上級技能も対

応可。 



議題（３） 

君津地区スポーツ・レクリエーション祭実施要項（案） 
 

１．趣  旨 

いつでもどこでも手軽にできるスポーツの日常化を図り、君津地区民の生涯に通じた

スポーツ･レクリエーション活動の振興に資するために本祭典を開催し、地域スポーツ

の普及･振興に寄与する。 

 

２．主  催 

君津地区スポーツ推進委員連絡協議会 

 

３．主  管 

袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 

 

４．後  援 

袖ケ浦市体育協会 

 

５．期  日 

平成２９年１１月２６日（日） 

 

６．種  目 

インディアカ  ソフトバレーボール  グラウンド･ゴルフ 

 

７．会  場 

木更津市民体育館  （イ ン デ ィ ア カ） 

木更津市民体育館  （ソフトバレーボール） 

桜 井 運 動 場  （グラウンド･ゴルフ） 

 

８．日  程 

役員集合   ８：３０ （各会場） 

選手集合・受付  ８：４５ （ 〃 ） 

総合開会式   ９：００ （ 〃 ） 

競技開始   ９：４５ （ 〃 ） 

総合閉会式  １５：００ （ 〃 ） 

 

（注）グラウンド・ゴルフは、雨天の場合中止（小雨決行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インディアカの部    担当：君津市 
１．参加対象者 

(1) 当該市に在住する者で構成されたチーム。 

（各市４チーム＜内２チームは男女混合＞×４市の計１６チーム） 

(2) １チーム４～８名の選手と１名の監督で構成する。 

(3) 監督が選手兼任の場合は、選手登録をしておくこと。 

(4) スポーツ推進委員は出場できない。 

  (5)  高校生・大学生・専門学校生は、出場できない。 

 

２．競技規則・方法 

日本インディアカ協会の基準に準じて行う。 

(1) ネットの高さ 

 

…… 

 

一般女性の部２ｍ 

男女混合の部２ｍ１５ｃｍとする。 

(2) チームの構成 …… コート内は選手４名とし、１チームは交代選手を含め８名を越え

るえることはできない。（監督も選手を兼ねることができるが１

チーム８名を越えることはできない。） 

男女混合チームは、男女各２名を原則とする。但し、男性１名、

女性３名でも可とする。 

(3) 選手の交代 …… １セット３回（何人でも）までとし、交代者は同一セットに再出

場できない。 

(4) 得点 …… インディアカボールを肘から先の片手（ネットを越えてくる第１

打とブロックは両手を使っても良い）でプレーし、ネットを越え

て相手側コートに打ち込み、インディアカボールを相手側コート

に落とすことにより得点となる。 

(5) ゲーム …… ３セットマッチ、２１点のラリーポイント制。 

２セット先取したチームが勝者となる。 

ただし、３セット目は先に１５点先取したチームの勝ちとする。

（すべてジュースなし） 

(6) 選手の位置 …… コート内では前列３名、後列１名に分かれ位置する。 

前列競技者(３名)は、どの位置からもアタックプレーができ、ブ

ロッキングにも参加できるが後列競技者（１名）は、アタックラ

イン後方からのアタックプレーはできるがフロントゾーンでの

アタックプレー及びブロッキングに参加することはできない。 

(7) サービス …… 後列に位置する競技者がコートのエンドラインの外側全域から

腰より低いところで打ち、１回とする。 

インディアカがネットに触れたら失点とする。 

また、相手側に得点されるまで同じ競技者がサービスを行う。 

(8) タイムアウト …… １セットに１回、３０秒以内とする。セット間は３分間とする。 

(9) 打球回数 …… インディアカボールがネットを越えて相手側に打ち返すまでの

打球許容回数は３回までに限られる。 

ただし、ブロックでの接触は打球回数としない。また、ネットに

触れた場合は更にもう１回プレーできる。 

(10) ドリブル …… 同一選手は２度続けてインディアカボールに触れてはならない。

ただし、ブロッキングまたはネットプレーが含まれるプレーの場

合はこの限りではない。 

(11) ホールディン

グ 

…… インディアカボールをすくったり、持ち上げたり、押しつけたり、

或いは、インディアカボールをフォローするようなプレーは、ホ

ールディングとみなす。 



(12) ブロック …… ブロッキングは前列競技者３名が両手を使って行っても良い。ま

た、打球許容回数として数えないし、ブロッキングをした競技者

は続いてインディアカボールに触れても反則とはならない。 

(13) ネットにひっ

かかったイン

ディアカ 

…… 最後に触れた競技者の失敗とする。 

(14) パッシング・

ザ・センター

ライン 

…… 選手はインプレーの状態にあるとき、身体のいかなる部分もセン

ターラインを越えて相手側コートに触れてはならない（ネット下

を潜り相手側フリーゾーンに触れることも反則となる）。 

(15) ネットタッチ …… 競技がインプレーの状態にあるとき、身体、衣服のどの部分でも

ネットに触れた場合、また、アタック及びブロッキングの際にネ

ットに触れた場合は反則となる。 

３．表 彰 等  

団体戦とし、４チーム合計点の市対抗戦とする。 

(1) 総得点により、総合優勝市にカップと賞状を、２位～４位には賞状を授与する。 

（ブロックごとの配点） 

１位……４点、  ２位……３点、  ３位……２点、  ４位……１点 

※総得点が同点の場合、４チーム合計の①得失セット差②得失点差③代表者のじゃん

けんで順位を決定する。 

４．審 判 

(1) 主審、副審、ラインズマン、得点係、オーダー確認係は、各チームからの選出者が

あたるものとする。ただし、各チームにおいて人数が不足する場合等は、スポーツ

推進委員が補助する。 

(2) 得点集計・掲示・報告・記録は、担当市が行う。 

 

５．そ の 他 

・本大会の選手は、ソフトバレーボール、グラウンド・ゴルフの選手は兼ねられない。 

・組み合わせについては、主催者側でおこなう。 

・選手はゼッケンを必ずつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ソフトバレーボールの部   担当：袖ケ浦市 
 

１．参加対象者 
(1) 当該市に在住する者で構成されたチーム。 

（各市４チーム＜内２チームは男女混合＞×４市の計１６チーム） 
(2) チームは、監督１名、選手４名と交代選手４名以内で構成する。 
(3) 監督が選手兼任の場合は、選手登録をしておくこと（８名以内）。 
(4) スポーツ推進委員は、出場できない。 
 (5)高校生・大学生・専門学校生は、出場できない。 

 
２．競技規則 
（財）日本ソフトバレーボール協会の競技規則による。 
〔施設と用具〕 
(1) コート………………１３．４０ｍ×６．１０ｍ（バドミントンコートの外側コート） 

(2) ネット………………一般女性、男女混合の部共に高さ２ｍ 
（バドミントン用のネットを使用） 

(3) ボール（molten）…ゴム製（重さ２１０±１０ｇ、円周７８±１㎝） 
〔試合の方法〕 
(1) 競技人数……………１チーム４名で行う。男女混合チームは男女各２名を原則と

する。但し、男性１名、女性３名でも可とする。 
(2) タイムアウト………１セットにつき各チーム２回以内（時間は１回３０秒） 
(3) 選手交代……………１セットにつき各チーム４回以内。 
(4) コート交替…………各セット毎（第３セットについては、いずれかのチームが８

点に達した時点で交替） 
(5) ローテーション……サーブ権を得たチームの選手は、時計回りでポジションを移動する。 
(6) 勝 敗………………１セット１５点のラリーポイント制で、３セットマッチ 

（１４対１４の場合は、２点リードに達するまで試合を続行す
る。ただし１７点で試合は打ち切られ１７点先取したチーム
の勝ちとする。） 

(7) サービス……１回ずつ（エンドライン後方の幅のなかから）。 
(8) アタック、ヒット及びブロック…ポジションに関係なく、いずれの選手もプレー

できる。 
(9) ドリブルの特例……１回目の接触に限り、２箇所同時のボールタッチ及び２人同

時のボールタッチはグッドである（後者の場合、次にいずれ
かの選手が触れても良い）。 

 
〔反 則〕次のプレーがあった場合、相手チームに１点が与えられる。 

 
(1) オーバータイム……ブロックを除いて、最大限３回を超えること。 
(2) ホールディング……ボールとの接触中、あきらかにボールが止まること。 
(3) オーバーネット……相手コートの上にあるボールに触れたとき。 
(4) タッチネット………インプレイ中にネットに触れること。 

（ネットが出っ張ってきた時を除く） 
(5) ドリブル……………ボールに２回続けて触れること。（前記特例の場合を除く） 
(6) フットフォルト……サービスの時、エンドラインを踏むこと。 
(7) パッシィングセンターライン…センターラインを完全に踏み越すこと。 
(8) インターフェアー…ネットの下から相手を妨害すること。 
(9) サービスフォルト…サーブがネットに触れる。また、相手コートに入らないこと。 
(10) サービスされたボールをアタックヒットまたは、ブロックしてそのボールが相手

コートに入ったとき。（攻撃でない場合は、１回で入っても反則ではない） 



３．表 彰 等 
団体戦とし、４チーム合計点の市対抗とする。 

 

(1) 総得点により、総合優勝市にカップと賞状を、２位から４位には賞状を授与する。 
（ブロックごとの配点） 
１位……４点、  ２位……３点、  ３位……２点、  ４位……１点 

      ※総得点が同点の場合、４チーム合計の①得失セット差②得失点差③代表者のじゃ

んけんで順位を決定する。 

 
４．審 判 

(1) 主審、副審、ラインズマン、得点係、オーダー確認係は、各チームからの選出者

があたるものとする。ただし、各チームにおいて人数が不足する場合等は、スポ

ーツ推進委員が補助する。 

 (2) 得点集計・掲示・報告・記録は、担当市が行う。 

 
５．そ の 他 

・本大会の選手は、インディアカ、グラウンド・ゴルフ大会の選手は兼ねられない。 
・組み合わせについては、主催者側でおこなう。 
・選手は、ゼッケンをつける。 



グラウンド・ゴルフの部   担当：木更津市 
１．参加対象者 

(1) 各市２０名(男子１０名、女子１０名)で１チームとし、当該市に在住する者で構

成されたチームとする。 

(2) チームは、２０名全員が選手で交代選手は認めない。 

(3) スポーツ推進委員は参加できない。 

  (4)高校生・大学生・専門学校生は、出場できない。 
 

２．競技規則・方法 

(1) 日本グラウンド・ゴルフ協会規則に準じて行う。 

(2) ホール数は、８ホール×４回の３２ホールとする。 

(3) 団体戦の成績は、各チーム２０名のうち上位１０名（男子５名、女子５名）の合

計打数により、少ない方を上位とする。なお、同打数の場合はホールインワンの多

い方を、ホールインワンも同数の場合は２打の多い方を上位とする。 

(4) 個人戦の成績は、男女別に３２ホールの合計打数の少ない順とする。なお、同打

数の場合は、ホールインワンの多い方を、ホールインワンも同数の場合は２打の多

い方を上位とする。全て同数の場合は、年齢が上の方を上位とする。 

 

３．表 彰 

(1) 団体戦……１位～４位に賞状、優勝にはカップを贈る。 

(2) 個人戦……男女別に１位～８位に賞状を贈る。 

(3) ホールインワン賞……指定したホールのみ対象とし賞品を贈る。 

 

４．そ の 他 

(1) スポーツ傷害保険は、主催者で一括加入する。 

(2)  記録員は、参加選手が行う。 

(3) 競技用具については、個人の物を使用してもよい。 

(4) 当日が雨天の場合は、午前６時３０分に決定する。 

      ＊小雨決行とする。 

 

★当日問合せ先 ――― 午前６時３０分～７時００分 

袖ケ浦市教育委員会 体育振興課 

TEL：０４３８－６２－３７９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



君津地区スポレク祭 スポーツ推進委員役割分担について（案） 
 

１．役員集合  ８：３０ 集合場所 各会場 

                                   （スポーツ推進委員全員） 

 

２．会  場  ◎開会式         各会場 

        ○インディアカ      木更津市民体育館 

○ソフトバレーボール   木更津市民体育館 

        ○グラウンドゴルフ    桜井運動場 

 

３．役割分担 〔インディアカ、ソフトバレー、グラウンドゴルフ〕 

◎印＝審判長 ☆印＝責任者 

種 目 役員名 

インディアカ 

☆ 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 

 

山崎  若林  安土   鶴岡 良本 二本柳  小野 宮﨑 

 

天野 福原 小前   山下 

ソフト 

バレーボール 

◎☆ 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 

 

山崎  若林  安土   鶴岡 良本 二本柳  小野 宮﨑 

 

天野 福原 小前   山下 

グラウンド 

ゴルフ 

☆ 

上村 岡上 鈴木和 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 井下田 

 

山崎  若林  安土   鶴岡 良本 二本柳  小野 宮﨑 

 

天野 福原 小前   山下 

 

○前回から各種目において、１名ずつ責任者を選出する。 

  

○なお、担当種目（ソフトバレーボール）について、審判長と責任者を兼任する。 

 

○閉会式は、会場別で行いますので、片づけ終了後、会場ごとに解散する。 

 

○グラウンドゴルフ（雨天中止時）連絡方法について 

事務局（富津市）判定→大久保（袖ケ浦市事務局）→上村会長、（責任者）→役員 

 

 

 

 

 



議題（４） 

第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ交流大会要項 
１ 趣  旨  本大会は、袖ケ浦市内の総合型地域スポーツクラブ相互の連携とクラ

ブ関係者の親睦、交流を図ることを目的とし開催する。 

２ 主  催  袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

３ 期  日  平成２９年１２月２日（土） 

４ 日程と会場 

昼食休憩時間において、袖ケ浦市レクリエーション協会による体験イベントを開催します。 

５ 参加定員と資格 

 卓  球 バドミントン ユニバーサルホッケー 

参加定員 ７２名（３６ペア） ４４名（２２ペア） １０チーム程度 

参加資格 

・市内総合型地域スポー 

ツクラブ会員及び関 

係者小学生以上 

・市民（小学生） 

・市内総合型地域スポー 

ツクラブ会員及び関 

係者で小学生以上 

・市民（小中学生） 

・市内総合型地域スポー 

ツクラブ会員及び関 

係者で小学生以上 

・市民（小学生） 

６ 参 加 費  無料 

７  申込期間 

・１０月 ２日（月） 申し込み開始 

・１０月２２日（日） ユニバーサルホッケー〆切 

・１１月 ６日（月） 卓球・バドミントン〆切 

８ 申込書設置・提出場所 

【一般参加者】 

・市役所体育振興課・市民会館・各市内公民館・市総合運動場・臨海スポーツセンター 

・参加申込書に記載のうえ、上記の施設へ提出してください。 

・配布物：開催要項・種目別実施要項・参加申込書 

【総合型地域スポーツクラブ会員及び関係者】 

・９月下旬に、各クラブ事務局へ「開催要項・申込書等」を配布しています。 

  ・その参加申込書に記載のうえ、上記の施設へ提出してください。 

９ 問い合わせ先 

  〒２９９－０２９２ 

袖ケ浦市坂戸市場１－１ 袖ケ浦市教育委員会 体育振興課内 

ＴＥＬ：０４３８－６２－３７９１（課直通） 

ＦＡＸ：０４３８－６３－９６８０ 

メール：sode31@city.sodegaura.chiba.jp 

10 その他 

 ・食事について  食事、飲み物等は各自持参してください。 

  ・保険について  競技中の事故には十分注意をしてください。万一の治療に際して 

は、スポーツレクリエーション保険の範囲内で補填します。 

 卓球 バドミントン ユニバーサルホッケー 

役員集合 ８：００（午前） １２：３０（午後） ８：００ 

受  付 ８：４５ １３：００ ８：３０ 

開 会 式 ９：００ １３：１５ ８：４５ 

競技開始 ９：１５ １３：３０ ９：００ 

表 彰 式 １２：１５ １６：３０ １２：００ 

閉  会 １２：３０ １６：４５ １２：１５ 

会  場 
第１会場 

臨海スポーツセンター体育館 

第１会場 

臨海スポーツセンター体育館 

第２会場 

奈良輪小学校体育館 



【卓球の部 実施要項】（案） 
 

１．主  催 袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

２．大会日時 平成２９年１２月２日（土）９：００～１２：３０ 

受  付  ８：４５   開会式   ９：００ 

競技開始  ９：１５   表彰式  １２：１５ 

 

３．会  場 袖ケ浦市臨海スポーツセンター 

〒２９９-０２９２ 袖ケ浦市長浦１－５７ ☎０４３８－６３－２７１１（代表） 

４．競技内容 

①現行の日本卓球協会ルールに基づいて行います。ただし本大会は交流・親睦を深める趣

旨ですので、あまり厳密な適用は控えて、各ブロックには和やかな進行をお願いします。 

②試合はダブルスのみとし、ペアの組合せは申し込み〆切後に主催者側で決定します。

申込みは１名単位で行ってください。 

③試合はリーグ戦試合方法とします。申込み人数によっては、試合方法を変更する場

合ありますので、ご了承ください。 

④試合は３ゲームマッチとします。 

⑤ボールはニッタク４０ｍｍプラスチックボールを使用します。 

⑥ゼッケンを着用してください。 

※ゼッケンは、２２×２４ｃｍの布または紙にクラブ名と氏名を記入してください。 

⑦体育館用シューズを持参して下さい。 

⑧審判は相互審判とし、次の試合の方が行ってください。なお、練習は３本とします。 

⑨試合がない時もコートを離れないようにし、速やかな進行にご協力ください。 

（昼食、トイレは除きます。） 

⑩ラケットのない方はお貸しします。申込書に記入欄があります。 

５．表  彰  各ブロック１、２位、特別賞（参加人数により変更あり） 

６．参加費用  無料 

７．参加資格  市内の各総合型地域スポーツクラブ会員及び関係者で小学生以上 

または市民（指導者は除く） 

８．申し込み方法  所定の申込用紙にて平成２９年１１月６日（月）までに郵送または FAX

によりお申込みください。 

        総合型地域スポーツクラブ会員以外の方は、個人で電話またはメールに

てお申し込みください。 

９．申し込み先および問い合わせ  

袖ケ浦市教育委員会 体育振興課内 

袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局 大久保 

郵便番号 ２９９-０２９２ 袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

電 話   ０４３８-６２-３７９１（体育振興課直通） 

ＦＡＸ   ０４３８-６３-９６８０ 

メール   sode31@city.sodegaura.chiba.jp 

10．そ の 他  食事、飲み物等は各自持参して下さい。会場には食堂等がありません。

近くにコンビニ、弁当屋さん等があります。 

11．駐 車 場  駐車場に限りがありますので出来るだけ乗り合せてお越しください。 

１２．保  険  競技中の事故防止に十分注意してください。万一の治療に際してはスポ

ーツレクリエーション保険の範囲内で補填します。 

 

 

mailto:sode31@city.sodegaura.chiba.jp


第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ交流大会 

【バドミントンの部 実施要項】（案） 
 

１．主  催 袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

２．大会日時 平成２９年１２月２日（土）１３：００～１６：４５ 

受  付 １３：００   開会式   １３：１５ 

競技開始 １３：３０   表彰式   １６：３０ 

３．会  場 袖ケ浦市臨海スポーツセンター 

〒２９９－０２９２ 袖ケ浦市長浦１－５７  

☎０４３８－６３－２７１１（代表） 

４．競技内容 

①規 則：日本バドミントン協会規則に準じて行います。 

②種 目：試合は個人ダブルス戦 

③編 成：小学生の部 

    ：中学生の部（参加人数によって、一般の部に組み入れることもあります。） 

：一 般 の 部 

④リーグ戦方式：小学生の部、一般の部と区別しますが、参加者構成上一緒にする場合もあ

りますので、ご了承ください。（男女の区分なし・混合 OK） 

  ⑤得点方法：ラリーポイント制 ２９ポイント１セット 

       １５点でエンド交代（場所）とします。 

  ⑥使用球：ヨネックス ハイクリヤー 

  ⑦審 判：主審については主催者が手配します。試合待ちの選手に審判をお願いする

場合もあります。 

  ⑧ラケット：個人持ち OK です。貸出ラケットも用意してあります。 

  ⑨服 装：シューズやシャツについては、特に規定がありませんがバドミントン（運

動）に適したものを各自用意してください。 

５．表  彰 各部 １～３位、特別賞（最高齢賞） 

６．参加費用 無料 

７．参加資格 市内の各総合型地域スポーツクラブ会員及び関係者で小学生以上 

       または、市内の小中学生。 

８．申込み方法 所定の申込用紙にて平成２９年１１月６日（月）までに郵送またはＦＡＸ

により申し込んでください。 

       総合型地域スポーツクラブ会員以外の方は、個人で電話またはメールにて

お申し込みください。 

９．申し込み先および問い合わせ 

袖ケ浦市教育委員会 体育振興課内 

袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局 大久保 

郵便番号 ２９９-０２９２ 袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

電 話   ０４３８-６２-３７９１（体育振興課直通） 

ＦＡＸ   ０４３８-６３-９６８０ 

メール   sode31@city.sodegaura.chiba.jp 

１０．そ の 他  食事、飲み物等は各自持参して下さい。会場には食堂等がありません。 

近くにコンビニ、弁当屋さん等があります。 

１１．駐 車 場  駐車場に限りがありますので出来るだけ乗合せてお越しください。 

１２．保  険  競技中の事故防止に十分注意してください。万一の治療に際しては、 

スポーツレクリエーション保険の範囲内で対応します。 

初心者の方 

自信がない方 

大大大歓迎！ 

得意不得意なんて 

気にしな～い！ 

mailto:sode31@city.sodegaura.chiba.jp


第６回袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ交流大会 

【ユニバーサルホッケーの部 実施要項】（案） 
１．主  催 袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

２．大会日時 平成２９年１２月２日（土）８：４５～１２：１５ 

受  付  ８：３０  開会式  ８：４５ 

競技開始  ９：００  表彰式 １２：００ 

３．会  場 袖ケ浦市立奈良輪小学校 体育館 

〒２９９-０２９２ 袖ケ浦市奈良輪４２５－１ ☎０４３８－６２－４２４６ 

４．競技内容  

（１）部  門：①小学生の部 

         ②一般構成の部（中学生以上の男女混成） 

（２）ル ー ル：日本ユニバーサルホッケー協会競技規則に準じて行います。 

（３）チーム編成：プレーヤーは６人で一般の部は男女同数を原則とし、男子は最大３人、 

女子は最大６人まで同時にプレーすることができます。小学生の部は 

男女の混成比は問いません。ただし、申し込みチーム等により、変更す 

ることがあります。 

（４）競技方法：各部門で予選リーグを行い、１位と２位のチームで決勝トーナメントを 

行います。ただし、出場チーム数により変更することがあります。 

（５）リーグ戦の順位決定方法 

   ・勝ちは勝ち点３ 引き分けは１ 負けは０とし勝ち点の多いチームを上位とします。 

   ・勝ち点が同一の場合は①得失点差②総得点③６人による PS 戦（７人目からはサドンデス） 

・決勝トーナメントにおいては、引き分けの場合は PS 戦とし、３位決定戦と決勝 

戦は５分間の延長Vゴール方式とし、それでも決まらない場合は PS戦をします。 

（６）試合時間：５分ハーフ ハーフタイム１分 （５－１－５） 

（７）組み合せ：主催者が公正に組み合わせを行います。 

（８）表  彰：各部門３位まで行います。 

５．参加費用  無料 

６．参加資格  市内の各総合型地域スポーツクラブ会員及び関係者で小学生以上 

        または総合型地域スポーツクラブ会員以外の小学生チーム 

７．申込み方法  所定の申込用紙にて平成２９年１０月２２日（日）までに郵送または 

ＦＡＸにより申し込んでください。 

総合型地域スポーツクラブ会員以外のチームは、電話またはメールにて

お申し込みください。 

８．申込先および問い合わせ 

袖ケ浦市教育委員会 体育振興課内 

袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局 大久保 

郵便番号 ２９９-０２９２ 袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

電 話   ０４３８-６２-３７９１（体育振興課直通） 

ＦＡＸ   ０４３８-６３-９６８０ 

メール   sode31@city.sodegaura.chiba.jp 

９．その他 ①体育館の床面保護のため、必ず新しいブレードガードを装着してください。 

②出場チームは、ゼッケンまたは番号付のユニホームを着用してください。 

       ③各クラブ最低１名 試合の審判をお願いします。申込書の右欄に○印を記入願います。 

    ④終わったチームから２名ずつ記録員を出してください。 

⑤食事、飲み物等は各自持参して下さい。会場には食堂等はありませんが 

近くにコンビニ、弁当屋さん等があります。 

１０．駐 車 場  駐車場に限りがありますので、出来るだけ乗り合せてお越しください。 

１１．保  険  競技中の事故防止に十分注意してください。万一の治療に際しては、 

スポーツレクリエーション保険の範囲内で対応します。 

mailto:sode31@city.sodegaura.chiba.jp


議題（５） 
平成２９年度 市第２７回インディアカ大会について 

１ 大会までの日程 

月  日 摘  要 備  考 

１１月１４日（火） 
第４回スポーツ推進委員定例会議 

運営委員会検討内容の確認 
保健センター１階集団指導室 

１１月３０日（木） 
第１回運営委員会 

 大会準備、運営等を検討 
旧館３階小会議室 

１２月１５日号 広報掲載  

１２月２７日（水） 

まで 

・スポ進、生ス公指への大会役員依頼 

・来賓への案内通知 

・総合型５クラブへ案内通知 

・体育施設・公民館に申込書の設置・受取等の依頼 

１月５日（金） 

～２６日（金） 
募集期間  

１月２５日（木） 
第２回運営委員会 

大会内容、役員当日役割分担 
旧館３階小会議室 

２月１１日（祝） 大会当日 臨海スポーツセンター 

※総合型スポーツクラブは、後援となる。 

 

２ 役員・参加者への連絡・通知方法について 

・大会役員（スポ進、生ス公指）、来賓案内通知 

・各総合型地域スポーツクラブ会長、事務局宛てに通知する。 

・１２月１５日号「広報そでがうら」掲載予定。 

 

３ 申込書の配布・提出先について 

・地区ごとに参加申込みの集約は行わない。 

・申込書配布先は、体育振興課、臨スポ、総合運動場、市民会館 

各公民館（長浦、根形、平岡、平川、平川富岡分館） 

〃 提出先は、体育振興課、臨スポ、総合運動場、市民会館 

各公民館（長浦、根形、平岡、平川、平川富岡分館） 

 

４ 参加チームについて 

・地区でのチーム参加が原則であるが、やむを得ず人数の都合等の理由で、他地区との

混合チームについては参加できる。 

・総合型クラブのチーム参加でも条件は同じ。 

・要項には、そこまでの明記はしないが、質問があれば回答する。 

 

５ 開会式について 

・各地区の総合型クラブの会議等で連絡をする。（各クラブ会長は、開会式参加依頼） 

・インディアカ大会が開催されている地区については、大会の時に連絡をする。 

 

 

 

 



議題（６） 

袖ケ浦ウォーキングフェスタ２０１８実施計画(案) 
１ 趣 旨 

 「人いきいき 緑さわやか 活力あふれるそでがうら」の実現に向け、子どもから大

人、高齢者がウォーキングを通じて暮らしに笑顔と潤いをもたらし、誰もが主役にな

り「いつでも」「どこでも」「いつまでも」、スポーツをみんなで楽しむことができる

集いの場として本大会を開催する。 

 

２ 期 日  平成３０年２月２５日（日） ※雨天中止 

 

３ 主 催  袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

 

４ 共 催  袖ケ浦市教育委員会・袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 

千葉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

 

５ 協 力  袖ケ浦市青少年相談員連絡協議会・健康推進課 

 

６ 日 程  ※判定６：３０ ※役員集合 ８：００ 

 ６ｋｍコース １０ｋｍコース 会  場 

受  付 ８：３０ ８：３０ 

臨海スポーツセンター 
開 会 式 ９：００ ９：００ 

スタート ９：２０ ９：１５ 

ゴ ー ル １２：００ １３：００ 

※ 当日は、１４：００をもって本イベントを終了いたします。 

 

７ コース 

・袖ケ浦市長浦地区、臨海スポーツセンターをスタート・ゴールとし、６ｋｍ・１０ 

ｋｍの２コースを設定しました。 

コース 主な通過ポイント 

６ｋｍ 

臨スポ→国道１６号中袖交差点→中袖通り（往路：歩道 復路：林（中央 

分離帯）の中を歩く）→港湾道路→臨スポ 

初心者・子ども向けコース【平 た ん】 

※ベビーカーや車いすの方でも気軽に参加できます。 

１０ｋｍ 

臨スポ→馬場踏切→八幡神社→富士山が見えるかも橋→久保田保育所→ 

蔵波子者清水交差点→新堰公園→奥野牧場→東京湾ＣＣ→長浦公民館→ 

長浦駅前通り→臨スポ 

健 脚 者 向 け コ ー ス【山道あり】 

※山道があり、先導者のあとについて歩いていただきます。 

 

８ 参加費 

・袖ケ浦市内総合型地域スポーツクラブ会員  １００円（未就学児は無料） 

・一般（市内・外問わず）          ２００円（未就学児は無料） 

※参加費は当日徴収となります。 

※当日、受付にて「しおり」・「参加証」を配布いたします。 

 



９ 参加対象 

定員４５０名 先着順（定員になり次第締切りとなります。） 

・定員に達し、受付締切り後に申込みの方にのみご連絡いたします。 

・申込書提出後、体育振興課より連絡のない場合には受付登録済となります。 

・どなたでも参加できます。ただし、以下の点にご注意ください。 

①健康告知確認を行ったうえで自己責任で参加できる方。 

②幼児は保護者同伴、障害のある方は、介護者が必要です。 

③ペットを連れての参加は、ご遠慮ください。 

 

１０ 申込方法 

申込期間 平成３０年１月１５日（月）～２月９日（金） 

    ①参加申込書設置と提出場所 

参加申込書に記載の上、下記の施設へ提出してください。 

袖ケ浦市役所体育振興課・市民会館・臨海スポーツセンター・市総合運動場 

市内各公民館（長浦、根形、平岡、平川、平川富岡分館） 

②保険適用のため、参加者は申込書の提出が必要です。（含未就学児） 

 

１１ 持ち物 

 飲み物、雨具、健康保険証、ゴミ袋、等 

 

１２ 参加者駐車場 

臨海スポーツセンター及び臨時駐車場（国道１６号渡ってすぐの右側） 

※駐車台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関の利用をお願いします。車で

お越しの場合は、乗り合わせでのご参加にご協力ください。 

 

１３ その他 

・各自で万全な健康管理のもとにご参加ください。 

・事故が発生した場合は、主催者加入のスポーツレクリエーション保険の補償の範

囲内で対処させていただきます。ただし、コース外を歩いたり、係員の指示に従

わなかった場合は、補償適用外です。 

・休憩場所・トイレはきれいに使いましょう。 

・ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・歩行中の喫煙はご遠慮ください。 

・コースは看板及び腕章をつけた役員がご案内いたします 

 

１４ 雨天の場合 

・当日の６：３０の時点で、雨天の場合は中止とします。 

（※気温が低いことが予想されるため、小雨でも中止とします。） 

・判断に迷う場合は、６：３０～７：３０の間に下記問い合わせ先に電話でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 ※土日祝日を除く 

袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局 

〒２９９－０２９２ 袖ケ浦市坂戸市場１－１ 教育委員会体育振興課内 

ＴＥＬ      ０４３８（６２）３７９１（直通）   

ＦＡＸ      ０４３８（６３）９６８０ 

Ｍａｉｌアドレス sode31@city.sodegaura.chiba.jp 

  



袖ケ浦ウォーキングフェスタ２０１８ 参加申込書（案） 
 

※本用紙 1 枚で２人まで申し込めます。1 名で申込みの場合は、代表者の欄に記載下さい。 

参加区別  

□一般 （□市内 □市外） 

□総合型地域スポーツクラブ会員 

（クラブ名        ） 

学校・学年     小・中  年 

性 別 男  ・  女 

代表者氏名  

住   所  

電話番号         （    ） 

生年月日  大・昭・平  年  月  日 年 齢     歳 

コ ー ス 

 

□６Ｋｍ（初心者、子供向け）   □１０ｋｍ（健脚者向け） 

（どちらかに☑） 

※各コースの詳細は要項を参照 

親子での参加  □ 有    □ 無 

保護者氏名 
※子供のみで参加の場合は、下記に保護者がご署名ください。 

 

そ の 他 
健康告知確認を行い、自己責任で参加を   する    しない   

（○をおつけください） 

※健康状態について 持病や気になることなどございましたらお書きください。 

参加区別  

□一般 （□市内 □市外） 

□総合型地域スポーツクラブ会員 

（クラブ名       ） 

学校・学年     小・中  年 

性 別 男  ・  女 

参 加 者  

住   所  ←代表者と同じ場合は記載しない 

電話番号      （    ）       ←代表者と同じ場合は記載しない 

生年月日  大・昭・平  年  月  日 年 齢      歳 

コ ー ス 

 

□６Ｋｍ（初心者、子供向け）   □１０ｋｍ（健脚者向け） 

（どちらかに☑） 

※各コースの詳細は要項を参照 

そ の 他 
健康告知確認を行い、自己責任で参加を   する    しない   

（○をおつけください） 

※健康状態について 持病や気になることなどございましたらお書きください。 

募集期間：１月１５日（月）～２月９日（金） 

提出場所：袖ケ浦市役所体育振興課・市民会館・臨海スポーツセンター・市総合運動場 

市内各公民館（長浦、根形、平岡、平川、平川富岡分館） 



議題（７） 総合型地域スポーツクラブ活性化事業について 

※各５クラブ代表より報告 

○名幸ヶ丘 

 

 

 

 

○ＮＥＳＵＰＯ 

 

 

 

 

○ＮＡＧＡＸ 

 

 

 

 

○中富ふれすぽ 

 

 

 

 

○昭和ふらっと 

 

 

 

 

 

 



連絡 

（１）２０１８版スポーツ推進手帳申し込みについて 

・定   価  ８５０円＋送料 

・購入希望者 

上村 岡上 良本 柴﨑 井下田 安土 山崎 田村 田中 

若林 二本柳 鈴木和 宮﨑 鶴岡 小前 山下 鈴木洋 小野 

福原 天野        

・申込期限  平成２９年１０月３日（火） 県連合会事務局へ 

・備  考  平成２７年度から、功労者表彰全て（県・関東・全国・文科）の千葉県

候補者選考基準および条件に、連合機関誌「みんなのスポーツ」の年間

購読者並びに「スポーツ推進委員手帳」の購入者が、功労者等表彰の該

当者となりました。 

 

（２）拡大女性部交流会について 

・日  時   平成３０年 １月２０日（土） 

・会  場  千葉県総合スポーツセンター園路 スポーツ科学センター多目的アリーナ 

・日  程 

12:30～ 13:00～ 13:10～15:10 15:10～ 

受付 開会式 実習（講習・実技） 閉会式 

・内  容  リズム体操を中心にヨガの要素を取り入れたストレッチ体操 

 ・申込〆切  平成２９年１２月１５日（金） 

 

（３）「袖ケ浦の教育」の冊子について 

  ・保管をお願いします。  

 

（４）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３４回千葉県スポーツ推進委員研究大会開催要項 

 

１. 趣 旨   千葉県下のスポーツ推進委員の参集を求め、当面する生涯スポーツの諸 

問題について研究討議し、スポーツ推進委員の資質の向上と地域におけ 

る体育・スポーツ、レクリエーションの振興・推進に寄与する。 

 

２. 主 催   千葉県スポーツ推進委員連合会 

 

３. 主 管   東総スポーツ推進委員連絡協議会 

 

４. 後 援   千葉県教育委員会 

          匝瑳市、旭市、銚子市及び各市教育委員会 

 

５. 期 日   平成２９年１２月１０日（日） 

 

６. 会 場    匝瑳市八日市場ドーム 

          〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ 793番地 1   TEL.0479-73-0097 

 

７. 参加対象   スポーツ推進委員及び各市町村社会体育担当職員 

 

８. テーマ   『 スポーツ・文化の振興と地域の活性化を目指して 』 

－ あゆみ・絆・つながり － 

 

９. 日 程 

9:00～ 9:30～ 10:30～11:35 11:35～13:00 13:00～14:45 15:20～ 

受付 
開会式 

表彰式 

講演 

（木樽正明氏） 

歓迎の集い 

（のさか太鼓） 

昼食 

第１分科会 

パネルディスカッション 
閉会式 

第２分科会 

ウォーキング（雨天決行） 

 

10. 内 容 

（１）講 演    講師 木樽 正明 氏 

           演題「野球人生から学んだこと～地域におけるスポーツ活動の活性化～」 

（２）歓迎の集い  のさか太鼓 

（３）分科会 

第１分科会  研究協議 （パネルディスカッション） 

     「スポーツによる地域活性」 ～地域を元気にするスポーツ活動を目指して～ 

第２分科会  実技研修 ウォーキング（歴史探訪） 

 

11. 大会参加費   一人５００円 

 

 

 

 

 

 



２０１８年版

ス　ポ　ー　ツ　推　進　委　員　手　帳
COMMUNITY  SPORT  LEADERS

　スポーツ推進委員の身分証明証になり、普段の活動を補佐する
『スポーツ推進委員手帳』の予約を募集しています。
　２０１８年版も昨年同様、完全予約制です。ご予約をいただいた方
には１１月中旬頃よりお届けします。都道府県スポーツ推進委員協議会

定価　８５０円 事務局へ１０月３日までにお申し込みください。

(本体価格７８７円+税、発送料別）
◎平成３０年１月から平成３１年３月までのダイアリーを掲載
◎表紙裏はスポーツ推進委員の「身分証明証」になっています。
◎スポーツ推進委員活動に必要な情報を集めた資料編も充実
　　　☆（公社）全国スポーツ推進委員連合会員名簿

　　　☆（公社）全国スポーツ推進委員連合定款

　　　☆（公社）全国スポーツ推進委員連合表彰規程

　　　☆都道府県別スポーツ推進委員数一覧

　　　☆スポーツ基本法

　　　☆公認スポーツ指導者制度

　　　☆全国スポーツ推進委員研究協議会、生涯スポーツ・体力つくり全国会議、

　 　　　国体等開催地・日程一覧

　　　☆スポーツ・レクリエーション関連団体一覧

　　　☆スポーツ安全保険のあらまし

　　　☆スポーツ推進委員活動の記録控え

　　　☆新体力テスト実施項目

　　　☆スポーツ推進委員グッズ一覧　　　ほか

市区町村でお取りまとめの上、１０月３日までに
15.0cm 都道府県スポーツ推進委員協議会事務局へ

お申し込み下さい。
（公社）全国スポーツ推進委員連合

     9.0cm

　募集期間を過ぎてからのお申し込み、または追加申し込みの場合には、制作・発送をしている　

　㈱日本体育社へ、直接お申し込みください。　

　なお、在庫がなくなり次第、申し込みを締め切らせていただきます。

株式会社　　日本体育社
〒113-0033　東京都文京区本郷2-40-13

TEL　03-3811-6911　　FAX　03-3811-6290
E-mail  koudoku@minaspo.net

県名 市区町村名 担当者 ご氏名

[

スポーツ推進委員手帳2018 [ ]  冊 TEL

あて先

〒

]

※ご希望の請求書表示形態を選び、１～４のいずれかを○で囲んでください　[○印が無い場合は１でお送りします]

1 手帳代と発送手数料を表示して請求する
2 手帳代に発送手数料込みで請求する（発送手数料込みを表示する）
3 手帳代に発送手数料込みで請求する（発送手数料込みを表示しない）
4 手帳代と発送手数料を別々の請求書にする

*日付印字ナシの見積書・納品書・請求書を手帳と一緒にお送りいたします。

E-mail

請求書あて名

申
　
込
　
書

住　所

手帳一括
送付先

完全予約制

１０月３日締切！

 


