
月 日 事　業　及　び　行　事　名 会場地 担当／委員会

～29年3月 地域スポーツ振興助成事業 県　内 普　及

　〃 総合型地域スポーツクラブ育成・設立推進事業 〃 〃

　〃 指導員・上級指導員養成講習会 〃 〃

　〃 一貫指導システム構築活動助成事業 〃 競　技

　〃 国民体育大会強化対策事業 〃 〃

　〃 タレント発掘事業 〃 〃

　〃 スポーツ医・科学サポート実践事業 〃 医・科学

7(木)・8(金) 第１回九州地区体育協会連絡協議会 宮崎市

12(火) 福岡県民体育大会開催地及び競技種目担当者会 アクシオン福岡 普　及

13(水) 公益財団法人日本体育協会加盟団体事務局長会議 日本体育協会

中旬 公益財団法人日本体育協会第１回理事会 日本体育協会

14(木)・15(金) 公益財団法人日本体育協会公認指導者養成事務担当者会 東京都

27(水) 加盟団体理事長会議 福岡市 普及・競技

上旬～29年3月 第59回福岡県民体育大会公開競技会 県　内 普　及

上旬 福岡県スポーツ指導者協議会第1回幹事会 アクシオン福岡 普　及

15(日) 第１回福岡県スポーツ指導者研修会・総会 〃 普　及

中旬 第１回財務委員会 福岡市

中旬 クラブアドバイザーミーティング 日本体育協会 普　及

19(木) 福岡県スポーツ少年団第１回常任委員会・第１回委員総会 アクシオン福岡

22(日) 国民体育大会第36回九州ブロック大会夏季大会（ｶﾇｰ：Ｓ・ＷＷ） 鹿児島県 姶良郡湧水町 競　技

23(月) 第１回常務理事会・第1回理事会 アクシオン福岡 常　務

1(水) 福岡県民体育大会説明会 アクシオン福岡 普　及

上旬 公益財団法人日本体育協会第2回理事会 日本体育協会

7(火) 定時評議員会 福岡市 常　務

下旬 第1回評議員選定委員会 アクシオン福岡

下旬 都道府県体育協会連合会第1回総会 東京都

下旬 公益財団法人日本体育協会定時評議員会 日本体育協会

上旬 県スポーツ指導者協議会第2回幹事会 アクシオン福岡 普　及

上旬 「体協ふくおか」104号発行 　 〃

15(金)～18（月） 国民体育大会第36回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会夏季大会　山岳他7競技 宮崎県ほか 競　技

下旬 公益財団法人日本体育協会第3回理事会 日本体育協会

23(土)・24(日) 国民体育大会第36回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会夏季大会　水泳（水球）他2競技 宮崎県ほか 〃

2(火) 福岡県民体育大会夏季大会郡市代表者会 飯塚市 普　及

17(水) 福岡県民体育大会秋季大会プログラム編成会議 筑豊地区 普　及

17(水)～21(日) 国民体育大会第36回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会秋季大会　総合開会式他16競技 宮崎県ほか 競　技

21(日) 第59回福岡県民体育大会夏季大会水泳競技 飯塚市 普　及

24(水)～28(日) 国民体育大会第36回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会秋季大会　バレーボール他4競技 宮崎県ほか 競　技

1(木) 福岡県民体育大会秋季大会郡市代表者会 飯塚市 普　及

4(月)～11(日) 第71回国民体育大会会期前競技（水泳競技) 岩手県 競　技

上旬～下旬 日本スポーツマスターズ2016 秋田県 競　技

15(木) 第71回国民体育大会県代表監督会議・結団式 アクシオン福岡 競　技

中旬 第2回常務理事会 〃 常　務

17(土)・18(日) 福岡県アシスタントマネジャー養成講習会 アクシオン福岡 普　及

24(土)・25(日) 第59回福岡県民体育大会秋季大会 筑豊地区 普　及

30(金) 第71回国民体育大会全国代表者会議 岩手県 競　技

平成２8年度公益財団法人福岡県体育協会事業日程
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月 日 事　業　及　び　行　事　名 会場地 担当／委員会

1(土)～11(火) 第71回国民体育大会 岩手県 競　技

中旬 福岡県スポーツ指導者協議会第3回幹事会 福岡市 普　及

28(金) 福岡県民体育大会第3回市町村対抗「福岡駅伝」市町村代表者会 筑後市 普　及

10(木)・11(金) 第2回九州地区体育協会連絡協議会 長崎県

上旬 強化指導者研修会　全体会 福岡市 普　及

上旬 第2回県スポーツ指導者研修会 筑後地区 普　及

中旬 公益財団法人日本体育協会第4回理事会 日本体育協会

16(水) 第71回国民体育大会解団式 アクシオン福岡 競　技

17(木)・18(金) 西ブロック各県体育協会事務局長研修会 鹿児島県

20(日) 福岡県民体育大会第3回市町村対抗「福岡駅伝」 筑後市 普　及

未定 九州ブロッククラブネットワークアクション2016 鹿児島県 普　及

3(土)・4(日) 国民体育大会第36回九州ブロック大会冬季大会(アイスホッケー) 福岡市 競　技

7(水)～9(金) 都道府県体育協会事務局職員研修会 愛媛県

上旬 強化指導者研修会　専門研修会 福岡市 競　技

上旬 第３回常務理事会 福岡市 常　務

中旬 全国スポーツ指導者連絡会議 東京都 普　及

中旬 日本体育協会公認スポーツ指導者全国研修会・表彰式 東京都 〃

12(木) 第72回国民体育大会冬季大会スケート･アイスホッケー競技結団式 アクシオン福岡 競　技

中旬 第4回常務理事会 〃 常　務

中旬 第60回福岡県民体育大会冬季大会スキー競技 鳥取県 普　及

27(金)～31(火) 第72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 長野県 競　技

下旬 「体協ふくおか」105号発行 　 普　及

4(土)・5(日) 福岡県アシスタントマネジャー養成講習会 アクシオン福岡 普　及

上旬 第2回理事会 福岡市 常　務

9(木)・10(日) 平成28年度日本スポーツ少年団九州ブロック会議 〃

14(火)～17日(金) 第72国民体育大会冬季大会スキー競技会 長野県 競　技

上旬 公益財団法人日本体育協会第5回理事会 日本体育協会

11(土) (公財)福岡県体育協会表彰式 福岡市 常　務

中旬 第2回財務委員会 〃

中旬 第5回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

下旬 都道府県体育協会連合会第3回常任幹事会 東京都

下旬 都道府県体育協会連絡会議 〃

下旬 福岡県スポーツ指導者協議会第4回幹事会 福岡市 普　及

下旬 第3回理事会・臨時評議員会 〃 常　務

下旬 公益財団法人日本体育協会臨時評議員会 日本体育協会

     担当委員会 　　　常務：常務理事会　　　普及：普及開発委員会　　　競技：競技力向上委員会　　　

　　　医・科学：スポーツ医・科学委員会　　　
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