
議案第１号　一般財団法人伊達市スポーツ振興公社　第7期（令和元年度）事業報告について

１．概況

主な支援内容

チャレンジデー201９

伊達ももの里マラソン大会

三浦弥平杯ロードレース
大会

体育協会

スポーツ少年団

　チャレンジデー2019は岐阜県羽島市と対戦となり、オープニングイベントを伊達小学校
で、ファイナルイベントを保原体育館、保原市民センター、保原中央交流館の３会場で実
施しました。
　当日朝方までの雨の影響もあり、参加人数は１７，１７４人、参加率は２８.２％でした。

　第５９回伊達ももの里マラソン大会は、５，１０８件（５，３２２名）のエントリーがあり、出走
数は　４，２４３件（４，４４６名）、完走数は４，２２３件（４，４２６名）でした。
昨年の猛暑の影響を鑑み、今大会より、９月の第１日曜日、７時スタートでの開催となりま
した。
　日程及び時間の変更により、参加者は前年度より６６０名の減となりましたが、気温が上
昇する前にすべての競技を終了することができ、熱中症対策として大きな効果がありまし
た。
　今大会は、大会開催以来はじめてＡＥＤの使用がありましたが、救護体制の見直し強化
を図っていたこともあり、速やかに治療につなげることができました。

　伊達市体育協会への支援は、市補助金申請、監査会・理事会・総会の開催、市体育協
会事業交付金の支払いを行いました。
　また、伊達市が加入する伊達地方体育協会の開催する「伊達地方スポーツ大会」の運
営支援を行いました。
(伊達市内の会場は、伊達体育館:家庭バレーボール、保原体育館 : ソフトバレーボー
ル、保原総合公園多目的グラウンド:グラウンド・ゴルフ、霊山地域交流センター:バスケッ
トボール)

　伊達市スポーツ少年団本部への支援は、登録手続、県総体参加申込、県スポーツ少
年団評議員会認定員養成講習会受講申込、スポーツ少年団登録料・大会参加料収納
等を行いました。

　第40回記念三浦弥平杯ロードレース大会は、各地から1,316名のランナーにエントリー
（前年比121名増）いただき準備を進めておりましたが、台風19号によりコース沿線等に
甚大な被害を受け中止になりました。

　令和元年度は指定管理（3年間）の受託2年目を迎え、体育館6、グラウンド4、テニスコート2、プール2、ゲート
ボール場１、弓道場1、及び保原総合公園の昨年同様１７施設の管理を行いました。梁川テニスコートは、10月の
台風19号による浸水被害により、利用ができない状況が続いていますが、利用者の安全確保とより良い施設利
用のため、設備点検や修繕等を適正に行い維持管理に努めました。
　本公社事業の周知については、広報紙「Do Sports !」を充実させ発行することで、事業内容等を広く市民の方
に理解していただき、生涯スポーツ活動の推進と普及啓発活動を継続して実施しています。
　今後も職員の能力を十分に発揮できるよう職場環境を整え公社事業を実施して参ります。

２）スポーツ振興事業

　市の補助を受け、チャレンジデー、伊達ももの里マラソン大会、三浦弥平杯ロードレース大会の実行委員会の
支援、市体育協会、市スポーツ少年団本部の運営支援を行いました。三浦弥平杯ロードレース大会は台風19号
の被害により中止になりました。
　伊達市チャレンジデーとして月末水曜日に各体育館を会場に卓球、バウンドテニスなどのスポーツ振興や体力
測定などを行いました。

※「２．各月の事業　スポーツ振興事業」

３）スポーツ事業

　市の委託を受け、伊達市代表チームの軟式野球への支援、応援を行いました。伊達市代表のソフトボール
チームはナイターを中心に練習を進めてきましたが、台風19号の影響により中止になりました。
併せて、交流館を中心とした地域スポーツ活動の企画、運営を支援しました。
　市民の健康につながるニュースポーツやエクササイズを取り入れた事業を年間を通して計画的に開催し、ス
ポーツ振興に向けた事業を行い、特にニーズの多かった教室については、継続してフォローアップ教室を行いま
した。しかし、3月予定していたビューティープロジェクト、ダンスwaveフォローアップ及びファイティングエアロフォ
ローアップ等教室は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため実施を中止しました。



４）施設管理事業

①修繕状況※ 　　　　　　　　　

　　※修繕については、優先度の高いものから順に行い、１０万円を超えた分として、梁川屋外プールスライダー仮設･撤去(市
　　　 協議済)、保原プール湧水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置、保原総合公園藤棚の屋根飾り板交換修繕を実施しました。

②備品修繕状況

③施設利用状況

件数 金額 件数 金額

保原総合公園    25 930,395 25 832,443 じゃぶじゃぶ池ﾌﾞﾛｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ、球場ﾍﾞﾝﾁ前排水つまり外

伊達体育館      3 130,540 2 33,978 東側ｽﾛｰﾌﾟ照明設備、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ時計修繕外

伊達テニスコート 1 489 　　- 　　　　　- 冷水器撤去補修(ｶﾝﾂｷﾞﾃ､TSｷｬｯﾌﾟ)  

伊達運動場 4 50,838 1 2,910 排水路整備、水道管凍結防止、ﾄｲﾚ配管修繕外

梁川体育館      10 316,967 4 279,288 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ上下調節装置、軒天張替、漏水ｳﾚﾀﾝ塗膜防水外

梁川テニスコート 2 21,168 　　- 　　　　　- 女子ﾄｲﾚﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ修繕、簡易ﾄｲﾚ水漏れ部品交換

梁川プール      11 619,285 9 765,958 北側外付け時計修繕、貯湯槽給湯管フレキ交換、ドア修繕外

保原体育館      4 59,246 2 152,280 和室TY取付(DX分配機､DXｹｰﾌﾞﾙ) 、券売機据付棚補強修繕外   

トレーニングハウス 2 100,372 1 63,504 屋根裏張亀裂部分修繕、リング下金具補強修繕

保原第2体育館  7 233,291 7 199,647 3階屋外漏水修繕、 1階東側出入口内側漏水修繕外

保原プール      5 346,632 1 5,815 湧水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、監視ｶﾒﾗ、ろ過装置用ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換外

中瀬グラウンド 1 83,600 　　- 　　　　　- 照明設備水没修繕

霊山体育館      16 471,396 3 168,480 水銀灯、屋上漏水ｳﾚﾀﾝ、天井照明安定期、非常灯LED外

霊山運動広場 7 39,636 1 43,200 長椅子、門扉、内扉修繕外

月舘ゲートボール 1 25,920 3 143,748 出入口ﾄﾞｱ内鍵交換

合　計 99 3,429,775 59 2,691,251

主な内容施設名
令和元年度 平成30年度

件数 金額 件数 金額

保原総合公園    19 358,337 13 272,166 ﾄﾗｸﾀｰ ｼｬﾌﾄVﾌﾟｰﾘ修理、ﾄﾗｸﾀｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ、ﾁｪｰﾝｿｰ修繕外

梁川プール      1 9,900 　　- 　　　　　- 除雪機ｴﾝｼﾞﾝ修繕

トレーニングハウス 1 96,600 　　- 　　　　　- ﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄﾏｯﾄ

保原プール      　　- 　　　　　- 1 65,000  

合　計 21 464,837 14 337,166

主な内容施設名
令和元年度 平成30年度

●指定管理物件

地区 施設名 利用人数 前年度（H３０） 比較 備考

伊達体育館 28,508 30,742 92.7%

伊達グラウンド 1,806 2,567 70.4%

伊達テニスコート 3,574 4,719 75.7%

梁川体育館 16,912 26,496 63.8%

梁川テニスコート 1,178 2,390 49.3%

梁川弓道場 1,446 2,363 61.2%

梁川プール（屋内） 13,037 14,236 91.6%

梁川プール（屋外） 6,718 8,962 75.0% 開放期間７月～８月

保原体育館 28,486 23,973 118.8% H30.5.1新装

保原第二体育館 10,530 11,541 91.2%

中瀬グラウンド 5,830 10,214 57.1%

保原プール 20,218 15,585 129.7%

霊山体育館 17,995 17,444 103.2%

霊山運動広場 3,766 2,995 125.7%

月舘体育館 2,239 2,378 94.2%

月舘運動広場 3,078 7,716 39.9%

屋内ゲートボール場 2,827 3,187 88.7%

総合公園 保原総合公園 127,649 161,259 79.2%

野球場 18,338 9,240 198.5%

多目的グラウンド 90,460 119,015 76.0%

テニスコート 14,112 23,238 60.7%

相撲場 180 240 75.0%

わんぱく広場 3,138 4,979 63.0%

多目的ホール 1,421 4,547 31.3%

295,797 348,767

●指定管理以外の施設

地区 施設名 利用人数 利用人数(H30) 比較 備考

伊達中学校体育館 6,215 6,736 92.3%

伊達中学校グラウンド 1,134 2,277 49.8%

阿武隈川サイクリングロード 42 57 73.7% 許可証発行件数

梁川中学校体育館 6,661 8,446 78.9%

梁川中学校グラウンド 666 546 122.0%

（内訳）

伊達

梁川

伊達

梁川

霊山

月舘

保原
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２．各月の事業報告

月

法人管理事業

自主事業
ボディコンディショニング教室（4/2～23　全4回　参加者17名　保原プールロビー）
ウェーブストレッチリングフォローアップ教室（4/2４　参加者14名）

チャレンジデー
伊達市補助金、笹川財団助成金申請
参加ＰＲ活動（ﾁﾗｼ、ﾎﾟｽﾀｰ、市政だより等）

伊達ももの里マラソン大会

大会事業補助金申請（伊達市）
保原地区緑化推進事業補助金申請
協賛、各種依頼関係
申込み受付（窓口・郵振：4/22～5/24、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：4/22～5/31  6/9まで延長）

三浦弥平杯ロードレース大会
大会事業補助金申請（伊達市）
実行委員会（4/25　梁川体育館）
共催、協賛、後援依頼

梁川プール
春季水泳教室（4/17～6/29）　６ｺｰｽ各週10回　　申込人数　158名
各種点検・検査等管理委託契約

保原プール 春季成人水泳教室 （4/11～6/20） 申込人数  10名

伊達市体育協会

市補助金交付申請　　　（4/1）
市補助金交付決定　　　（4/1）
体育協会後援承認　　　２団体
体育事業交付金　        ２団体

伊達市スポーツ少年団
登録手続き（締切8/31）
県総体参加申込（締切4/4～6/14）　7種目41団体401名）

法人管理事業

自主事業
アクアビクス教室　（5/　8～29　全４回　参加者25名　保原プール）
幼児体操教室　　（5/11　参加者20名）

チャレンジデー

対戦相手への市旗の送付  　（岐阜県羽島市）
第１回実行委員会          　 　（5/17　伊達市役所シルクホール）
市長ｴｰﾙ交換　　          　　  （5/13　本庁）
企業、自治体等への周知活動および協力依頼
伊達市ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ2019開催 （5/29　参加者17,174名　参加率28.2％）

伊達ももの里マラソン大会

参加者数集計 （5,322名）
ボランティア協力依頼
救護関係協力依頼
協賛金依頼
仙台ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ大会にてPR活動 （5/12）

三浦弥平杯ロードレース大会 募集ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾎﾟｽﾀｰの作成

梁川プール 春季水泳教室 (水～土の４日間、６コース)

保原プール 春季成人水泳教室

伊達市体育協会

会長・副会長会　（4/16　保原総合公園）
監査会・理事会　（5/15　保原中央交流館）
総会　　　　　　　　（5/21　保原中央交流館）
市補助金概算払い請求　　（5/11）
県体育協会加盟負担金納入　　        　　（5/22）
県北体育協会理事会・評議員会       　　（5/28）
県北体育協会負担金納入　　  　　       　（5/22）
県民ｽﾎﾟｰﾂ大会　伊達市大会参加申込  （6/2）
　　　　　　　　　　　　　５種目　１９団体　２３３名
体育協会後援承認　　１団体
体育事業交付金　　1団体

伊達市スポーツ少年団

福島県ｽﾎﾟｰﾂ少年団評議員会　　　　　　　　　　（5/15）
今後のｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者に係わる説明会　（5/16仙台国際センター）
認定員養成講習会受講申込　５名
認定員養成講習会受講料振込　　　　　　　　　（5/22）　５名

　５月

平成30年度会計監査（5/23保原総合公園会議室）

スポーツ事業

事　　　業　　　内　　　容

入社式・職員研修会（4/1　保原総合公園事務所）
職員任用手続き
安全運転管理者変更手続き
法人税法等説明会（4/16　福島県青少年会館）
普通救命講習（4/22　保原ﾌﾟｰﾙ）
職員採用面接試験（保原総合公園会議室）

スポーツ事業

4月



月

法人管理事業

自主事業
アクアビクス教室（6/4～25　全4回　参加者22名　梁川プール）
ウェーブストレッチリングフォローアップ教室（6/26　参加者５名）

チャレンジデー
報告ﾚﾎﾟｰﾄ提出 （笹川スポーツ財団）
市旗返還　　　　 （岐阜県羽島市）

伊達ももの里マラソン大会
実行委員会       （6/22　保原中央交流館）
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ協力依頼
救護関係打合せ

三浦弥平杯ロードレース大会
申込み受付  （6/27～9/4、インターネットのみ9/8まで延長）
招待選手派遣依頼
梁川美術館企画展「三浦弥平と円谷幸吉展」依頼 （6/14　須賀川アリーナ）

梁川プール
成人水泳教室   (アクアビクス，６/4～25,22名)
春季水泳教室　閉校式

保原プール 春季水泳教室　閉校式

伊達市体育協会

県民ｽﾎﾟｰﾂ大会　伊達市大会　　代表者会議　　（5/27）
県民ｽﾎﾟｰﾂ大会　伊達市大会　                      　（6/ 2）　２種目　２02名
　　　　　　            開催種目　壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ  （保原）      　8ﾁｰﾑ
　　　　　　　　　　　            　　家庭ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ （伊達）　      7ﾁｰﾑ
県民ｽﾎﾟｰﾂ大会　県北地域大会　参加申込　　   （6/27）
　　　　　　　　　　　　　代表者会議　　　　　　　　　 　（7/4）
　　　　　　　　　　　　　５種目　　８団体　　８８名
市補助金受領　　（6/6）
市補助金交付　　（6/6）

法人管理事業

自主事業
HIPHOPダンス教室
　（7/4～25　全4回　参加者28名　ユーユー体育館、最終日のみ保原体育館）
ウェーブストレッチリングフォローアップ教室（7/2４　参加者11名）

チャレンジデー

　
第2回実行委員会（7/25　伊達市役所特別会議室）
伊達市チャレンジデー　体力測定（7/31 参加者79名）

伊達ももの里マラソン大会
各種集計作業
「役員必携」作成準備

三浦弥平杯ロードレース大会
ボランティアスタッフ協力依頼
東和ロードレース大会にてPR活動 （7/7）

梁川プール 屋外ﾌﾟｰﾙ開放　（7/2～8/25）　　ﾅｲﾀｰ利用　（7/20～8/25）

伊達市体育協会

県民ｽﾎﾟｰﾂ大会　県北地域大会（7/14）
　ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ﾃﾆｽ・ｿﾌﾄﾃﾆｽ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（二本松市）、卓球（大玉村）、家庭ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
（本宮市）
県体育協会市町村体育大会開催事業補助金申請 （7/13）
体育協会後援承認　１団体
伊達地方体育協会会計監査、会長・幹事会 （7/25）
伊達地方体育協会理事会・総会                 （7/25）
体育協会事業交付金　（３団体）

伊達市スポーツ少年団
認定員養成講習会受講申込     （7/31）　７名
認定員養成講習会受講料振込 （7/26)  (7/29)  (7/30)　７名
登録 （7/３１）　３４団体　指導者２５０名 / 団員６４７名

事　　　業　　　内　　　容

６月

伊達地区安全運転管理者協会定期総会（6/5　ｾﾚﾋﾞｱｽｶｲﾊﾟﾚｽ）
定時理事会（6/10　保原総合公園多目的ホール）
定時評議員会（6/26　保原中央交流館大会議室）
臨時理事会（6/26　保原中央交流館大会議室）
法人役員変更登記
算定基礎届事務講習会（6/27　とうほう・みんなの文化ｾﾝﾀｰ）
平成31年度遊泳用プール衛生管理者養成講習会（6/10　福島県保健衛生合同当社）

スポーツ事業

７月

被保険者報酬月額算定基礎届提出            （東北福島年金事務所）
平成31年度労働保険年度更新申告書提出 （福島労働基準監督署）
クラブマネージャ―講習会                          （7/13.7/28　福島県郡山市安積総合学習センター）
セーフティチャレンジ申込　　　　　　　　　　　　（7チーム　21名）
職員接遇研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7/29　伊達市役所）
施設課職員採用面接試験　　　　　　　　　　　（保原総合公園会議室）

スポーツ事業

7/15 (海の日)

梁川・保原プール

無料開放



月

法人管理事業

自主事業 ピラティス教室（8/6～27　全4回　参加者30名　保原体育館　）

伊達ももの里マラソン大会

必携作成
交通安全対策会議  （8/20　保原ﾌﾟｰﾙ会議室）
救護関係対策会議  （8/2１　保原ﾌﾟｰﾙ会議室）
中高生ｽﾀｯﾌ説明会 （8/22  松陽中、8/23保原中央交流館・保原高、8/27桃陵中）
ボランティア説明会  （8/２３  保原市民ｾﾝﾀｰ１８時～市職員、１９時～一般）

梁川プール
屋外ﾌﾟｰﾙ　終了（8/25）
秋季水泳教室募集

保原プール 秋季水泳教室募集

伊達市体育協会

伊達地方ｽﾎﾟｰﾂ大会参加申込み（8/15）
　　　　　　　７競技７種目　伊達市参加　２９ﾁｰﾑ　２６４名
　　　　　　　　　　　　　　　　市外３町　　　１７ﾁｰﾑ　１６４名
伊達地方体育協会会長・幹事会　伊達地方ｽﾎﾟｰﾂ大会抽選（8/23）

伊達市スポーツ少年団 県北スポーツ少年団体育大会参加料納入 (8/19)

法人管理事業

自主事業
ファイティングエアロ教室開催 （9/5～26　全4回　参加者54名　保原体育館）
ウェーブストレッチリングフォローアップ教室 （9/25　参加者11名）

チャレンジデー
事業完了報告書提出（笹川ｽﾎﾟｰﾂ財団）
伊達市チャレンジデー　体力測定（9/25 参加者95名）

伊達ももの里マラソン大会
大会開催  （9/１参加者４，７１０名）
協賛社御礼
記録表作成、残務整理

三浦弥平杯ロードレース大会 参加者集計 （1,316名）

梁川プール
秋季水泳教室 （9/11～11/16）　6ｺｰｽ各週10回　　申込人数　154名
( 9/8 (日)  屋外プールを「トライアスロンやながわ」大会に開放)

保原プール
秋季水泳教室 （9/12～11/14、ｽｲﾑ＆ｳｫｰｸ）　 各週  計10回　　申込人数　13名
秋季水泳教室 (9/13～11/15、ｽｲﾐﾝｸﾞ)              各週  計10回　　申込人数　 7名

伊達市体育協会

伊達地方ｽﾎﾟｰﾂ大会（9/8）
　　　　開催場所　　　ソフトボール　  　　 （桑折）
　　　　　　　　　　　　　ソフトﾊﾞﾚｰボール　 （保原）、スポーツ吹矢　　（川俣）
　　　　　　　　　　　　　家庭バレーボール （伊達）、グラウンド・ゴルフ（保原）
　　　　　　　　　　　　　バスケットボール　　（霊山）、剣道（国見）
体育協会事業交付金、激励金　　（７団体）
体育協会後援承認　　　　　　　　　 (1団体)
第13回市町村対抗軟式野球応援　（9/21.28）

伊達市スポーツ少年団 継続・新規追加登録締切（9/14）

法人管理事業

スポーツ振興事業

チャレンジデー
伊達市チャレンジデー　体力測定
（１０/１６保原体育館　参加者５名）

伊達ももの里マラソン大会 実行委員会（１０/９）

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会

交通会議（１０/８）、主任者会議（１０/1１）
実行委員会（１０/１８　梁川体育館）
１０/１２、１３発生の台風１９号による被害による大会開催の可否について→中止決
定

伊達市体育協会
第６回市町村対抗福島県ソフトボール大会　　　台風19号の影響で中止
体育協会事業交付金（１団体）

伊達市スポーツ少年団 スポーツ少年団認定員養成講習会（相双会場　3名）

10月

保原小学校施設見学学習（10/8）
改正税法等説明会（10/17）
広報誌　上期事業報告、下期事業紹介（10/24）
上期監査会（10/30）

ウェーブストレッチリング教室（１０/１～１０/２２火曜日全４回１０：００～１１：３０　参加者１８名　保原プールロビー）
ファイティングエアロフォローアップ教室（１０/３、１７、３１　１９：００～２０：００　参加者３５名　保原市民センター）
アクアビクス教室（10/1、８，２２，２９全４回１９：００～２０：００　参加者１９名　保原プール）
スポーツフェスタＩＮつきだて201９(１０/２０)→台風１９号の影響により中止

スポーツ事業

９月

都市公園等における「遊具の日常点検講習会」  （9/6　仙台市卸町会館）
労働保険事務講習会                                       （9/9　ビックパレットふくしまコンベンションホール）

スポーツ事業

事　　　業　　　内　　　容

８月

職員採用面接試験（保原総合公園会議室）

スポーツ事業

8/21 (県民の日)

伊達・梁川テニス

コート、

梁川・保原プール

無料開放



月

法人管理事業

スポーツ振興事業

チャレンジデー
伊達市チャレンジデー　　バウンドテニス他
（11/2７　梁川体育館　参加者３１名）

伊達市体育協会
第３１回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会（ふくしま駅伝）応援
総合２２位、市の部１２位

伊達市スポーツ少年団 スポーツ少年団登録料及び指導者協議会会費納入

法人管理事業

スポーツ振興事業

チャレンジデー
伊達市チャレンジデー　　キンボール他
（12/2５保原体育館　参加者５１名　）

伊達市体育協会
第38回伊達地方一周駅伝競走大会　台風19号の影響で中止

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団  スポーツ少年団認定員養成講習会（県中会場）

法人管理事業

スポーツ振興事業

伊達市体育協会 役員会（1/17　保原総合公園）県民スポーツ　伊達市大会の件

チャレンジデー
伊達市チャレンジデー　　ラージボールピンポン他
（1/２９伊達体育館　参加者８４名　）

伊達ももの里マラソン大会 実行委員会役員会（１/２３）

法人管理事業

スポーツ振興事業

伊達市体育協会 体育協会事業交付金（１団体）

伊達市スポーツ少年団
福島県スポーツ少年団
第2回常任委員会・評議員会（２/20）

チャレンジデー
伊達市チャレンジデー　スポーツ吹矢、ニュースポーツ体験
（2/２６梁川体育館　参加者７４名　）

伊達ももの里マラソン大会
　
実行委員会（２/２０）

法人管理事業

スポーツ振興事業

スポーツ事業 伊達市体育協会 体育大会日程送付

2月

職員採用募集面接試験
理事委員会（2/10）
総合型スポーツクラブ先進地視察（2/14かがみいしスポーツクラブ、プロジェクトもとみや）
ハラスメント研修（2/18）
女性活躍推進研修（2/19）

スモールボールＦＵＮ教室（２/４～１８、３/３火曜日全4回１０：００～１１：００　参加者６名　保原体育館）
　　　　　３/３　「新型コロナウイルスに係るイベント等に関する市の指針」に基づき中止
ダンスwaveフォローアップ教室（２/４、１８　１９：００～２０：００　参加者１２名　保原体育館）
ファイティングエアロフォローアップ教室（２/６、２０　１９：００～２０：００　参加者１8名　保原体育館）
ウェーブストレッチリングフォローアップ教室（２/２６　１９：００～２０：３０　参加者９名　保原プールロビー）
霊山地区交流館長杯ソフトバレーボール大会(２/９　４０名)
大石ふるさとづくり協議会長杯フロアカーリング大会（２/１６　３０名）

スポーツ事業

3月

定時理事会(3/17)

ビューティープロジェクト教室（３/３～３/２４火曜日全4回１９：００～２０：００　保原体育館）
ダンスwaveフォローアップ教室（３/３、１７　１９：００～２０：００　保原市民センター）
ファイティングエアロフォローアップ教室（３/５、１９　１９：００～２０：００　保原体育館）

12月

相馬光陽パークゴルフ場視察研修（12/18）
ＮＣＶふくしまパークゴルフ場視察研修（12/20）

ダンスwave教室（１２/３～２４火曜日全4回　１９：００～２０：００　参加者２１名　保原体育館）
ファイティングエアロフォローアップ教室（１2/１２、２６　１９：００～２０：００　参加者２６名　保原体育館）
伊達ソフトバレーボール大会(１２/１５　７０名)

スポーツ事業

1月

サーキットエクササイズ教室（１/１０～３１金曜日全4回　１０：００～１１：００　参加者７名　保原体育館）
ウェーブストレッチリングフォローアップ教室（1/29　１９：００～２０：３０　参加者15名　保原プールロビー）

スポーツ事業

11月

年金事務所講習会（11/6）
総合型スポーツクラブ先進地視察（11/7スポーツコミュニケーションかくだ）
福島税務署講習会（11/12）
働き方改革セミナー（11/14）
定時理事会(11/15)

ウェーブストレッチリング教室（11/６～11/2７水曜日全4回１９：００～２０：３０　参加者２１名　保原プールロビー）
ファイティングエアロフォローアップ教室（１１/１４、２８　１９：００～２０：００　参加者２６名　保原市民センター）
霊山地区交流館長杯グラウンドゴルフ大会(１１/１０　２３名)

スポーツ事業

事　　　業　　　内　　　容

「新型コロナウイルスに係る

イベント等に関する市の指針」

に基づき中止


