
平成２３年度滋賀県スポーツ少年団事業計画

１ 滋賀県スポーツ少年団関係
１．滋賀県スポーツ少年大会

事 業 名 開 催 期 間 ・ 開 催 場 所 参 加 対 象 ・ 参 加 条 件 ・ 経 費 等

第44回滋賀県スポー 期日 平成23年 対 象 小学５年～中学３年までの登録団員
ツ少年大会 8月5日（金）～8月7日（日） リーダー：ジュニア・リーダースクール

（2泊3日） を終了した登録団員
会場 滋賀県立びわ湖こどもの国 募集人数 ５０名 申込〆切 7/1(金)

参加料 1人\ 7,000（個人負担）予定
宿泊費・食事代（主催者負担）
準備物 開催要項に記載

みんな集まれ！

滋賀県スポーツ少年 期日 平成23年7月23日（土） 第44回滋賀県スポーツ少年大会実行委員
大会実行委員会 13:30～ 常任委員、指導者協議会運営委員、リーダー会
事前打合せ会 会場 滋賀県立婦人会館

２．育成会（母集団）研修大会

育成会（母集団）研修 期日 平成23年10月22日(土)13:00～ 各市町少年団関係者 申込〆切 10/3（月）
大会 会場 彦根市燦パレス （保護者・指導者・役員等） 約300名

育成会（母集団）研修 期日 平成23年8月下旬( ) 常任委員育成研修部会（研修担当）
大会合同部会 会場 未定 指導者協議会指導者研修部
事前打合わせ会

３．ジュニア・リーダースクール

ジュニア・リーダー 期日 平成23年11月19日(土） 対 象：小学５年～中学３年で所属市町本部長の
スクール ～20日（日） （1泊2日） 推薦を受けた

会場 希望が丘文化公園 青年の城 登録団員
募集人数： ８０名
申込〆切 10/3(月）
参加料：１人
￥4,５００（個人負担）予定

ジュニア・リーダー 期日 平成23年11月12日（土） 常任委員（育成研修・育成担当部会）、
スクール事前研修会 13:30～ 指導者協議会運営委員（認定者育成部部会）

会場 滋賀県立男女共同参画 および、リーダー会
センター（予定）

４．指導者協議会研修大会

指導者協議会研修 期日 平成24年2月4日(土)13:00 市町本部役員・指導者 ・
大会 会場 滋賀県立男女共同参画 育成会員 約250名

センター（未定）
申込〆切 1/19(木)

指導者協議会研修 期日 平成24年1月下旬 常任委員（育成研修育成担当部会）、リーダー会
大会事前打合わせ会 会場 未定 指導者協議会運営委員（認定者育成部会）



５．指導者養成講習会

スポーツ少年団 県内４コース＜会場・期日＞ 参加者 平成23年度登録指導者もしくは平成23・
認定員養成講習会 ・大津市会場（10／29・10／30） 24年度に指導者登録が見込まれる者
兼スポーツリーダー ・湖南市会場（10／ 1・10／ 2） 参加料 ￥２,０００ テキスト料 ￥１,０００（予定）
養成講習会 ・東近江市会場（11／ 5・11／ 6） 各会場 約６０名募集（申込要項による）

・長浜市会場（ 12／3・ 12／4) ☆２日間で11科目14時間の集合講習と1時間の
検定試験を実施（事前に自宅学習21時間）

・再試験：大津スポーツ会館12／17 ☆全課程35時間(自宅学習＋集合講習）終了し、
検定試験合格(30点以上)した者に資格認定

申込〆切 7/29(金)

上記滋賀県講習会の 期日 平成23年 6月 4日（土） 参加対象者 スポーツ少年団認定育成員資格保持
担当講師連絡調整会 13：30～16：30 者のうち23年度滋賀県講習会の講師

会場 県立婦人会館研修室 にあたる者
研修内容 23年度滋賀県講習会における講師の

各担当科目指導上の連絡調整

認定育成員等指導者 期日 平成24年 2月18日（土） 参加対象者 スポーツ少年団認定育成員資格保
連絡協議会 15：30～17：30 持者等

会場 野洲市 （未定） 研修内容 23年度滋賀県講習会の反省・次年
度講習会の実施計画等の連絡調整

６．交流活動

競技別交流大会 各競技別育成専門部により実施 滋賀県スポーツ少年団競技別交流活動育成事業
軟式野球・ソフトボール・ 実施要項」に基づき、競技別交流大会の開催負担
サッカー・ラグビー・ホッ 平成23年4月1日～平成24年3月31日 金を交付する （対象：１０競技）
ケー・バレーボール・バスケッ

トボール・卓球・剣道・柔道

７．表彰事業

日本スポーツ少年団 期日 平成24年2月4日(土) 日本スポーツ少年団 顕彰 申請〆切 ５月６日
顕彰（伝達） 15:20～ ・表彰市町 １団体・表彰指導者 ４名・感謝状

会場 滋賀県立男女共同参画センター
滋賀県スポーツ少年団 （未定） 滋賀県スポーツ少年団表彰 申請〆切10月末日
表彰 ・育成功労者 １０名以内

・優秀スポーツ少年団 １０団以内
・優秀指導者 ２０名以内

総務・表彰部会 第1回 平成23年 5月21日(土)17:00 滋賀県スポーツ少年団 常任委員総務・表彰部員
会場 滋賀県立男女共同参画 （日スポ顕彰・県表彰各選考会）

センター
第2回 平成23年12月17日(土)13:00

会場 滋賀県立スポーツ会館
・その他 随 時

８．育成事業

スポーツ少年団育成 実施意向調査により実施市町を募集 「滋賀県スポーツ少年団育成事業実施要項」
事業 （前年度３月中に実施市町意向調査） により実施

「モデル少年団育成事業」

「地域交流活動事業」 事業実施期間
「運動適性テスト実施事業」 平成23年4月1日～平成24年3月末日
「育成会（母集団）研修活動

事業」

スポーツ少年団競技 期日 平成23年4月23日(土)10:00～ 対 象： 軟式野球・ソフトボール・サッカー・ラグビー

育成専門部委員長会議 会場 滋賀県立スポーツ会館 ホッケー・バレーボール・バスケットボール・

卓球・剣道・柔道

上記１０競技の各専門部委員長

内 容： 平成23年度競技別交流活動育成事業
実施要項・負担金等の交付説明

リーダー育成事業 県リーダー会事業計画に基づく 県リーダー会に助成



９．委員総会・常任委員会

委員総会 第1回 平成23年5月21日(土)15:00 市町スポーツ少年団 市町委員
会場 滋賀県立男女共同参画

センター
第2回 平成24年3月10日(土)13:30

会場 滋賀県立男女共同参画
センター（未定）

常任委員会 第1回 平成23年 5月21日(土)15:00 滋賀県スポーツ少年団 常任委員
会場 滋賀県立男女共同参画

センター
第2回 平成23年12月17日(土)15:30

会場 滋賀県立スポーツ会館
第3回 平成24年 3月10日(土)13:30

会場 滋賀県立男女共同参画
センター（未定）

・その他 随時

常任委員・運営委員 期日 平成23年6月25日(土)13:30～ 滋賀県スポーツ少年団 常任委員
合同会議 会場 滋賀県立婦人会館 滋賀県スポーツ少年団 指導者協議会運営委員

研修室
・その他 随 時

10．代表委員会・運営委員会・特別委員会

代表委員会 第１回 平成23年5月21日(土)10:00 市町スポーツ少年団 指導者協議会代表委員
運営委員会 会場 滋賀県立男女共同参画 （女性代表を含む）

センター 滋賀県スポーツ少年団 指導者協議会運営委員
第２回 平成24年3月10日(土)10:00

会場 滋賀県立男女共同参画
センター （未定） 運営委員会： 随 時

女性指導者代表 第１回 平成23年6月25日(土)10:00 市町スポーツ少年団 指導者協議会女性指導者
委員会 会場 滋賀県立婦人会館 代表委員
（特別委員会） 研修室

第２回 平成24年2月18日(土)13:30
会場 野洲市 未定

・その他 随 時

第 2 回女性指導者研 期日 平成 24 年 1 月 21 日（土） 市町スポーツ少年団 指導者協議会女性指導者
修大会 （予定） 代表委員

会場 コミュニティーセンター野洲 各市町女性少年団関係者
(予定） （女性保護者・女性指導者・女性役員等）

11．本部長会

平成22年度 期日 平成23年5月21日（土）13:00 市町スポーツ少年団 本部長
市町本部長会 会場 滋賀県立男女共同参画センター

12．事務担当者会

市町事務担当者会 第１・第２ブロック（湖西・湖南） 各市町スポーツ少年団事務担当者
期日 平成24年2月21日(火)14:00
会場 滋賀県立スポーツ会館

第３・第４ブロック（湖東・湖北）
期日 平成24年2月23日(木)14:00
会場 未定

13．その他の会議

平成23年度各種大会 期日 平成23年7月15日(金) 各大会等派遣 指導者・団員
派遣者事前研修会 会場 滋賀県立スポーツ会館

13:00 近畿スポーツ少年大会 ８月１９日（金）～８月２１日（日） 京都 〆切6/

14:00 全国スポーツ少年大会 ８月 ５日（金）～８月 ８日（月） 岐阜 〆切5/

15:00 シニアリーダースクール ８月１１日（木）～８月１５日（月） 静岡 〆切6/

役員選考委員会 期日 平成24年3月17日(土)10:00～ 地域（ブロック）代表常任委員（１０人）
会場 滋賀県立スポーツ会館



２ 近畿ブロックスポーツ少年団関係
１．交流活動

事 業 名 開 催 期 間 ・ 開 催 場 所 参 加 対 象 ・ 参 加 条 件 ・ 経 費 等

第４３回近畿スポーツ 期日 平成23年 平成23年度登録 小学5年生～中学3年生団員
少年大会 8月19日（金）～8月21日（日） 団 員 ２０名(男女各10名)

（2泊3日） リーダー ４名(男女各 2名)
会場 京都府 指導者 ２名(男女各 1名)

福知山北陵総合センター 参加料 1人\ 7,000
分担金 \100,000 (県スポ少負担）
申込み 6月23日

第３３回全国スポーツ 期日 平成23年7月 2日(土) ［予選］平成23年度登録 小学４・５・６年生団員
少年団軟式野球交流 予備日 7/3 本県［１ﾁｰﾑ 団員14名以内］
大会近畿ブロック 会場 和歌山県 参加料 １ﾁｰﾑ \ 1,500（県スポ少負担）
予選大会 会場 東公園市民球場 分担金 予選と交流で\40,000 (県スポ少負担）
兼 申込み ６月３日
第２４回近畿ブロック
スポーツ少年団軟式 ［交流］平成23年度登録 小学４・５・６年生団員
球交流大会 会場 紀の川市 本県［2ﾁｰﾑ 団員20名以内 ］

粉河運動場 参加料 1ﾁｰﾑ \ 1,500（県スポ少負担）
グラウンド 分担金 予選と交流で\40,000（県スポ少負担）

申込み ６月３日

第９回全国スポーツ 期日 平成24年1月22日（日） 平成23年度登録 小学生団員
少年団バレーボール 会場 奈良県 奈良市中央体育館 参加ﾁｰﾑ （全国大会近畿予選）男子２ﾁｰﾑ
交流大会近畿ブロッ （近畿交流大会）男子２ﾁｰﾑ 女子５ﾁｰﾑ
ク予選大会（男子） チーム編成(１ﾁｰﾑ１２名以内)

監督・コーチ・マネージャー各１名
第29回近畿ブロック 期日 平成23年 参加料 1ﾁｰﾑ \ 1,500（県スポ少負担）
スポーツ少年団バレ 7月30日（土）～7月31日(日) 分担金 \40,000（県スポ少負担）
ール交流大会（男女） 会場 奈良県 奈良市中央体育館 申込み ６月23日（全国予選は別途）

第30回近畿ブロック 期日 平成23年 平成23年度登録 小学生団員
スポーツ少年団サッ 8月27日(土)～28日(日) 参加ﾁｰﾑ ２ﾁｰﾑ（1チーム20名以内）
カー交流大会 （本県 ５ﾁｰﾑ）

会場 滋賀県 引率指導者 各ﾁｰﾑ ２名の審判員
野洲川歴史公園サッカー場 参加料 1ﾁｰﾑ \ 1,500（県スポ少負担）
ビッグレイク 分担金 \40,000（県スポ少負担）

申込み ７月20日

平成23年度近畿ブロ 期日 平成24年2月12日（日） 平成23年度登録 小（4・5・6年）・中学生団員
ックスポーツ少年団 会場 大阪府立臨海スポーツセンター ・団体戦 小学生男女（４年生以上）
剣道交流大会 出場ﾁｰﾑ 5ﾁｰﾑ以内

［ﾁｰﾑ編成 先鋒4年男か女1名 次鋒5年か6年女1名 中堅5年か

6年男1名 副将5年か6年女1名 大将5年か6年男1名］
・個人戦 中学生男女 各5名以内
・引率指導者 各ﾁｰﾑ １名（有資格指導者）

参加料 1ﾁｰﾑ \ 1,500 個人戦 \300（県スポ少負担）

分担金 \40,000（県スポ少負担）
申込み １２月上旬 ＜予定＞

２．リーダー養成

第10回近畿ブロック 期日 平成23年 参加者 各府県 ５名以内（リーダー＋指導者）
リーダー研究大会 6月25日(土)～26日(日) ＊リーダー会代表及び指導者各１名以上の参加

会場 兵庫県 宿泊費・食事代は近畿ブロック負担
兵庫県総合体育館 分担金 \20,000円(県スポ少負)

３．近畿ブロック関係会議

第１回近畿ブロック 期日 平成23年5月14日（土） 県本部役員（本部長・副本部長）
連絡協議会 会場 京都テルサ 指導者協議会代表（会長等）

幹事県 京都府 事務局（担当者他）

平成23年度近畿ブロ 期日 平成23年12月6日(火) 県本部役員（本部長・副本部長）
ック指導者研究協議 会場 京都テルサ 指導者協議会代表（会長・副会長等）
会第２回近畿ブロッ 幹事県 京都府 事務局（担当者他）
ク連絡協議会



平成23年度日本スポ 期日 平成24年 県本部役員（本部長・副本部長）
ーツ少年団近畿ブロ 2月8日（水）～9日（木） 指導者協議会代表（会長・副会長等）
ッ会議・第3回近畿ブ 会場 京都テルサ 事務局（担当者他）
ロック連絡協議会 幹事県 京都府

近畿ブロック事務担 期日 平成23年10月 近畿ブロック少年団事務担当者
当者会議 会場 京都府

３ 日本スポーツ少年団関係
１．国内交流活動事業

事 業 名 開 催 期 間 ・ 開 催 場 所 参 加 対 象 ・ 参 加 条 件 ・ 経 費 等

第４９回全国スポーツ少 期日 平成23年 対象 小学4～6年（4名）中・高校生相当年齢
年大会 8月5日(金)～8月8日(月) （4名）までの平成23年度登録団員８名
（リーダーズ アクション (3泊4日) 指導者 1名（有資格者）

2011） 会場 国立乗鞍青少年交流の家 参加料 団員・指導者１人 \12,000 (県スポ負担)
(岐阜県) 交通費 指導者 片道旅費（日スポ負担）

片道旅費（県スポ補助）
団員 片道旅費（日スポ負担）

片道旅費（県スポ補助）
宿泊費・食事代 (主催者負担)
準備物 交歓用品として \500程度の民芸品
申込み 5月31日

第３３回全国スポーツ少 期日 平成23年 近畿ブロックより２チームが出場
年団軟式野球交流大会 8月5日(金)～8日(月) 平成23年度登録団員・指導者

集合日 8/5 (3泊4日) チーム編成 団員14名（小学4～6年）
会場 札幌ドーム他 （北海道） 指導者2名（内1名は有資格者）

交通費 団員・指導者(主催者・県スポ少補助)
宿泊費・食事代 (主催者負担)
準備物 交歓用品として \500程度の民芸品
申込み 7月下旬

第34回全国スポーツ 期日 平成24年 平成23年度登録団員・有資格指導者
少年団剣道交流大会 3月25日(日)～27日(火) 団対戦 各都道府県１チーム

(2泊3日) チーム編成 指導者1名
会場 小瀬スポーツ公園武道館（予定） 団員5名(小学4年～6年男・女)

（山梨県） 個人戦 中学生男・女各1名 指導者 1名
交通費 団員・指導者 (県スポ少補助)
宿泊費・食事代 (主催者負担)
準備物 交歓用品として \500程度の民芸品
申込み 平成24年１月下旬

第9回全国スポーツ少 期日（男子） 平成23年度登録団員・有資格指導者
年団バレーボール交流 平成24年 チーム編成 団員12名 (小学4年～6年)
大会 3月25日(日）～27日(火) 指導者3名 (内１名は有資格指導者・内１名

(2泊3日) は、（財)日本バレーボール協会並びに日本小学

（女子） 生バレーボール連盟が共催する指導者研修会の

平成24年 受講証明書を所持・うち１名は成人）

3月25日(日)～28日(水) 参加チーム
(3泊4日) 男子 各ブロック１チーム

会場 宮城県総合運動公園他 女子 各都道府県１チーム
交通費 団員・指導者 (県スポ少補助)
宿泊費・食事代 (主催者負担)
準備物 交歓用品として \500程度の民芸品
申込み 平成24年1月下旬

第33回全国スポーツ少 期日 平成23年 平成23年度登録団員(小学4～6年)・指導者で、
年団ホッケー交流大会 8月5日(金)～8日(月) （社）日本ホッケー協会に登録された者

チーム編成 1チーム男女とも12名以内
（助成事業） （3泊4日） 参加料 1名 \ 2,000 （県スポ少負担）

会場 小矢部ホッケー場他（富山県） 宿泊費等 参加者負担
（社）日本ホッケー協会の所定要領による

第35回全日本少年サッ 期日 平成23年 （財）日本サッカー協会主催
カー大会決勝大会 8月1日(月)～8月6日(土)

（共催事業） 会場 福島県Ｊビレッジ



２．国際交流活動

第38回日独スポーツ少 期 間 派遣者数 １２５名
年団同時交流 平成23年 派遣団員 シニア・リーダー認定者or所定の活動

（派遣） 7月20日（水）～8月11日（木） 単位数20単位以上の者で17歳～22歳の
（23日間） 23年度登録者

派遣地 指 導 者： ４０歳程度の有資格登録指導者
ドイツ各地 （23年度は、大阪府・兵庫県が優先

事前研修会（東京都） 派遣）
指導者 5/3～5/5 県割当て枠：原則団員２名（男女各１）
団 員 5/4～5/5 希望により指導者１名

結団式 7/19(火) 東京都 派遣個人負担金 ２５万円
出 発 7/20(水) （予算の範囲内で、1人10万円を補助）

第３８回日独スポーツ 期 間 平成23年 受入者数 １２５名（日本各ブロックに分散）
少年団同時交流（受入） 7月22日（金）～8月12日（金） 本県受入 守山市スポーツ少年団

受入地 日本各地 （22日間） 期間 7月24日（日）～29日（金）
本県受入者数 ６名と通訳１名

ニーダーザクセン州より

日独スポーツ少年団 期 間 平成23年10月 認定育成員・認定員の資格を有する45歳程度まで
指導者交流（派遣） の者10名を派遣（内団長団２名）

派遣地 ドイツ （14日間）
事前研修会 9月頃（東京都予定） 申し込み ６月１５日

日独スポーツ少年団 期 間 平成23年11月（14日間） ドイツスポーツユーゲント指導者10名を受入
指導者交流（受入） 受入地 九州ブロック、東京都 経費 日スポ負担

日中青少年スポーツ 期 間 平成23年8月下旬 （7日間） 指導者１０名（団長団含む）、団員３０名受入
交流団員交流（受入） 受入地 関東ブロック

日中青少年スポーツ 期 間 平成23年10月中旬（10日間） 中華全国体育総会指導者１０名受入（団長団含む）
交流指導者交流（受入） 受入地 北海道・東北ブロック、

東京都

３．指導者養成・研修事業

スポーツ少年団 北海道・東北ブロック 対象 ①認定育成員資格有効期限が平成24年3月31
認定育成員研修会 期日 平成23年10月15日(土) 日および平成24年9月30日までの者で、そ

～16日(日) の後も少年団登録を継続し、現在も認定育
(４年に一度の資格 会場 田沢湖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 成員として活動している者

更新研修) 関東ブロック ②資格有効期限が平成23年3月31日および平
期日 ①平成23年10月29日(土) 成２３年9月30日までの者で事情により、平

②平成23年11月19日(土) 成22年度の研修会に参加できなかった者
会場 国立オリンピック記念 ③資格有効期限が平成25年3月31日および

青少年総合センター 平成25年9月30日までの者で、事情により
北信越・東海ブロック 平成24年度の研修会に参加が困難な者
期日 平成23年10月22日(木) ④上記以外の少年団登録指導者で公認スポ

～23日(金) ーツ指導者資格を保有する者
会場 石川県青少年総合研修ｾﾝﾀｰ 参加料 1人 \2,100(個人負担)

近畿ブロック 交通費 個人負担
期日 平成23年11月6日(日) 宿泊費、食事代、講習会経費は日体協負担
会場 チサンホテル新大阪 ただし、中国・四国ブロックについては宿

中国・四国ブロック 泊を任意とするため、宿泊を希望する場合
期日 平成23年10月29日(土) は各自手配すること。

～30日(日) また、宿泊施設の領収書提示により宿泊費
会場 高松商工会議所 の一部を日体協が補助する（4,000円上限）

九州ブロック 申込み 7月８日
期日 平成23年11月26日(土)

～27日(日）
会場 福岡県立ｽﾎﾟｰﾂ科学情報ｾﾝﾀｰ

ジュニアスポ－ツの 期日 平成23年12月上旬 対 象 ・スポーツ少年団登録役職員・指導者
育成と安全・安心フォ 会場 全国1会場 （未定） ・ジュニアスポーツにかかわる弁護士等
ーラム ・学識経験者

参加料 無料 交通費 県スポ少一部負担
その他の諸経費は日体協負担



４．指導者協議会事業

全国スポーツ少年団 期日 平成23年 対 象 1県1名 (指導者協議会代表)
指導者協議会 6月17日(金)～18日(土) 参加料 無料

（1泊2日） 交通費 日体協旅費規程により日スポ負担
会場 岸記念体育会館 宿泊費 1泊 \8,000までを日スポ実費補助

（東京都） 申込み 5月上旬

第17回スポーツ少年団 期日 平成23年6月19日(日) 対 象 平成23年度スポーツ少年団登録指導者
指導者全国研究大会 会場 ホテルグランドパレス 参加料 無料 募集定員500名（本県10名）

（東京都） 交通費 予算の範囲内で県スポ少一部負担
その他の諸経費は日体協負担

申込み 5月17日

５．リーダー養成・研修事業

シニア・リーダースク 期日 平成23年 対象 平成23年度登録団員で、義務教育を終了し
ール 8月11日(木)～15日（月） た20歳未満の「ジュニア・リーダー」の

（4泊5日） 認定者（リーダー制度第2項(2)の条件を満
会場 国立中央青少年交流の家 たす者）

（静岡県） 参加者 本県 ６名（300名）
参加料 １人 \15,750 (県スポ負担予定) ゛
交通費・宿泊費（日体協・県体協負担）

・食事代 (日体協負担)
申込み ６月２０日

全国スポーツ少年団 期日 平成23年 対象 １県３名（リーダー２名・育成担当指導者1名）

リーダー連絡会 10月1日(土)～2日(日) 参加料 無料
（1泊2日） 交通費・宿泊費（日体協・県体協負担）

会場 国立オリンピック記念青少年総合 ・食事代 (日体協負担)
センター （東京都） 申込み 未定

６．日本スポーツ少年団関係会議

第１回 常任委員会 平成23年4月13日（水） 各ブロック選出常任委員
会場 岸記念体育会館 理事・監事室 （近畿ブロック：和歌山県）

第２回 常任委員会 平成23年6月1日（水） 各ブロック選出常任委員
会場 岸記念体育会館 理事・監事室 （近畿ブロック：和歌山県）

第１回 委員総会 平成23年6月2日（木） 都道府県 全国委員
会場 岸記念体育会館 地下3Ｆ講堂

第３回 常任委員会 平成23年11月16日（水） 各ブロック選出常任委員
会場 岸記念体育会館 理事・監事室 （近畿ブロック：和歌山県）

第４回 常任委員会 平成24年3月7日（水） 各ブロック選出常任委員
会場 岸記念体育会館 理事・監事室 （近畿ブロック：和歌山県）

第２回 委員総会 平成24年3月8日（木） 都道府県 全国委員
会場 岸記念体育会館 地下3Ｆ講堂

都道府県事務担当者 平成23年5月18日(水) 都道府県 事務担当者
会議 会場 岸記念体育会館 地下3Ｆ講堂

４ その他
（1) 「常任委員会・指導者協議会各部会」 随時

（2) 「スポーツ選手活用体力向上事業」 平成２３年６月～２４年２月の期間、各市区町村で開催予定

（3) 「2011びわ湖男女駅伝フェスティバル」への参加・協力 11月27日（日） 希望が丘文化公園


