
奥田校下体育協会 

平成２８年度事業報告 

１． 役員氏名 

（１）会 長   北川 辰夫 

（２）副会長   青見 久子  大野 誠   

（３）理事長   若林 徹       （４）事務局長   中島 嘉昭 

（５）市評議員  若林 徹       （６）連絡責任者  中島 嘉昭 

 

２． 活動目標 

社会体育を通じて、生活を明るく豊かにし、体育文化の普及と向上を図る。 

 学校開放事業の各クラブ、同好会の協力を得て各種大会、講習会を実施することにより、競

技参加者の増加に努めるとともに、スポーツの普及による地域社会の連帯感の強化を図る。 

 

３． 主な活動・成績 

事業名 実施日 場 所 参加者 成績・補足 

第 26回 ヘルシースポーツ教室 5/23～7/25 奥田小学校体育館 

奥田小学校グラウンド 

延参加 

359 人 

毎週月曜日 

10 回コース 

第 10 回 男子ナイター グラウ

ンドゴルフ大会 

5/26～6/23 奥田小学校グラウンド 12 ﾁｰﾑ 

延 252 人 

優勝：奥井町 

次勝：赤江町 

春の歩こう会 ［共催］ 

【チャンスです！乗り換え無

しで上高地】  

5/24(日) 市立奥田公民館～道の駅神岡～

上高地（バスターミナル～明神

池）～道の駅神岡～奥田公民館 

119 人  

第 38回 男子ソフトボール大会 6/26(日) 富山県岩瀬スポーツ公園 

ソフトボール場 

8 ﾁｰﾑ 

104 人 

優勝：下新町・湊入船町 

次勝：奥田町 2 区・3 区 

第 27 回 ブロック対抗 

グラウンドゴルフ大会 

7/3(日) 稲荷公園 芝コート  雨天のため、中止 

第 5 回 キンボール講習会 

     

7/17(日) 奥田小学校体育館 15 人  

第 25 回 女子ナイター 

 グラウンドゴルフ大会 

7/28～9/16 奥田小学校グラウンド 8 ﾁｰﾑ 

延 167 人 

優勝：奥井町 

次勝：窪新町 B 

第 38 回 住民運動会 9/25(日) 奥田小学校グラウンド  優勝：南部ブロック 

次勝：東部ブロック 

秋の歩こう会 ［共催］ 

【秋の上滝～雄山神社前立社

壇を歩く】  

10/16(日) 電鉄富山駅～上滝駅～雄山神社

前立社壇～吉峰～岩峅寺駅～電

鉄富山駅 

36 人  

奥田校下健康づくり展  ［共

催］ 

11/6(日) 奥田小学校   

第 29 回 ビーチボール大会 11/13(日) 奥田小学校体育館 24 人 優勝：小川 釣 発田 

青木 井上 

次勝：片貝 大井 砂場 

村井 寺島 

第 20回 フレッシュテニス大会 12/11(日) 奥田小学校体育館 17 人 一位：田村 翔 

二位：砂場寛太 

 

４． 県内・国内大会での活躍――― 

   記載する事項なし 

 

５． その他の特記事項――― 

   特記する事項なし 

 

６． 次年度の課題 

・ 各行事への参加者の増員 

以  上 



奥田校下体育協会 

平成２９年度事業計画 

１． 役員氏名 

（１）会 長   北川 辰夫 

（２）副会長   西野 忠志 

（３）理事長   若林 徹       （４）事務局長   中島 嘉昭 

（５）市評議員  若林 徹       （６）連絡責任者  中島 嘉昭 

 

２． 活動目標 

社会体育を通じて、生活を明るく豊かにし、体育文化の普及と向上を図る。 

 学校開放事業の各クラブ、同好会の協力を得て各種大会、講習会を実施することにより、競

技参加者の増加に努めるとともに、スポーツの普及による地域社会の連帯感の強化を図る。 

 

３． 主な活動計画 

事業名 実施日 場 所 

第２７回 ヘルシースポーツ教室 
 ＜１０回コース＞ 

５／２９ （月） 
  ～ ７ ／ ３ １ 
（月） 

奥田小学校体育館 
奥田小学校グラウンド 

第１１回 男子ナイター グラウンドゴルフ大会 
 ＜リーグ戦・決勝戦＞ 

５／２５（木）～ 奥田小学校グラウンド 

 春の歩こう会 ［共催］ 
 

６／ ４（日） 羽咋方面 

第３９回ソフトボール大会 
 ＜トーナメント戦＞ 

６／２５ （日） 
富山県岩瀬スポーツ公園 
ソフトボール場 

第２８回 ブロック対抗 グラウンドゴルフ大会 ７／ ２ （日） 稲荷公園 芝生コート 

第２６回 女子ナイター グラウンドゴルフ大会 
＜リーグ戦・決勝戦＞ 

８月上旬～ 奥田小学校グラウンド 

第３９回 住民運動会 ９／２４ （日） 奥田小学校グラウンド 

第３０回 ビーチボール大会 １０／ １ （日） 奥田小学校体育館 

秋の歩こう会 ［共催］ 
 

１０／１５ （日） 未定 

奥田校下健康づくり展 ［共催］ １１／１２ （日） 奥田小学校 

５０周年記念式典・祝賀会 １１／１９ （日） 自遊館 

第２１回 フレッシュテニス大会 １２／ ３ （日） 奥田小学校体育館 

第６回 キンボール講習会 １／２１ （日） 奥田小学校体育館 

 

４． その他の特記事項――― 

   特記する事項なし 

 

                                      以  上 

 


