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月 日 曜 事　業　名 会　場 開始時間 種　目 主　催 参加対象

11 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

13 日 第３回ドッジボール大会 つつじ小体育館 9:00 スポ委 フリー

20 日 スポ推進委・スポ委委嘱式、研修、懇親会 市体育館 終　日 市教委 スポ（推進・委）

25 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

27 日 第１３回ウォーキングデー(ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ)    ① つつじ小～梅の館 9:00 市教委 地区住民

4 日 第３回ミニテニス市民大会 市体育館 午前：午後 フリー　

9 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

10 土 レクスポドッヂビー                             ❶ つつじ小体育館 15:00 ドッヂビー スポ委 小学生

11 日 第１１回地区ペタンク大会 つつじ小グラウンド 9:00 ペタンク スポ委 フリー

17 土 レクスポドッヂビー                             ❷ つつじ小体育館 13:00 ドッヂビー スポ委 小学生

18 日 第３６回ビーチボールバレー市民大会 市体育館 午前：午後 中学生以上

23 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

24 土 レクスポドッヂビー                             ❸ つつじ小体育館 9:00 ドッヂビー スポ委 小学生

25 日 第１１回ペタンク市民大会 ふれあい広場 午前 フリー

13 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

14 土 レクスポドッヂビー                             ❹ つつじ小体育館 13:00 ドッヂビー スポ委 小学生

22 日 レクスポドッヂビー                             ❺ つつじ小体育館 9:00 ドッヂビー スポ委・子ども会 子ども会

27 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

28 土 レクスポドッヂビー                             ❻ つつじ小体育館 13:00 ドッヂビー スポ委・子ども会 子ども会

11 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

12 土 子ども会ドッヂビー中央大会 市体育館 午前：午後 市子連 小学生

13 日 第３８回とうちゃんS．B．中央大会予選 梅が丘グラウンド 8:30 ソフトボール スポ委 男性既婚者女性16歳以上

20 日 ソフト予備日 梅が丘グラウンド 8:30 スポ委  

25 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

２・３ 土日 つつじが丘盆踊り大会 コミュニティ 終　日 出　店 コミュニティ 地区住民

3 日 第３８回とうちゃんS．B．中央大会（予備10日） ふれあい広場 午前：午後 ソフトボール 連　協 男性既婚者女性16歳以上

8 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

22 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

23 土 北五地区ナイターペタンク大会 八幡中学校 夜間予定 ペタンク 北地区スポ委 フリー

24 日 小学校一斉清掃 つつじが丘小学校 9:00  スポ委 利用団体

7 日 第１９回レク・インディアカ市民大会 市体育館 午前：午後 中学生以上

12 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

14 日 知多北３市とうちゃんS．B大会（予備９/21日） ふれあい広場 　 　

21 日 第３５回地区運動会 つつじが丘小学校 9:00 コミュニティ 地区住民

26 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

４・５ 土日 秋祭り コミュニティ 終　日 出　店 コミュニティ 地区住民

10 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

19 日 スポーツデー （ウォーキング＆BC予定） ② 梅の館予定 10:00 総　合 スポデ実行委 フリー

24 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

25 土 レク・スポ広場 陸上競技場 開催中 ス推進委員会 フリー

26 日 　　　　〃 〃 〃 〃 〃

9 日 第８回キンボールスポーツ地区大会 つつじ小体育館 9:00 キンボール スポ委 フリー

14 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

16 日 第８回キンボールスポーツ市民大会 市体育館 午前：午後 フリー

22 土 三世代交流（スポーツデー）　　　　　　　　③ つつじが丘小学校 9:00 　 コミュニティ 地区住民

28 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

30 日       

7 日 第３１回地区ビーチボールバレー大会 つつじ小体育館 9:00 ビーチ.B.V スポ委 フリー

12 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

13 土 スポ推進委・スポ委合同研修会（実技） 市体育館 ス推進委員会 スポ（推進・委）

20 土 スポーツデー（ボーリング大会）　　　　　　④ コロナＷ．予定  総　合 スポデ実行委 地区住民

21 日 第３８回中学駅伝大会、第３１回ジョギング大会 陸上競技場 午前：午後 市教委・体協 中学生・フリー

26 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

9 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

18 日 第１８回地区レク・インディアカ大会 つつじ小体育館 9:00 　 スポ委 フリー

23 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

1 日 スポーツデー　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ つつじが丘小学校 13:00 総　合 スポデ実行委 フリー

13 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

15 日 第3回囲碁ボール大会 つつじ小体育館 9:00 室内競技 スポ委 フリー

27 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

1 日 スポーツデー（第１７回　G・G大会）      　⑥ つつじ小グラウンド 9:00 グラウンドゴルフ スポデ実行委 フリー

20 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

21 土 Ｊｒ．スポーツリーダー研修会 市体育館 午　前 ス推進委員会 スポーツ推進委員

27 金 スポーツデー教室 つつじ小体育館 19:00 ﾚｸｽﾎﾟｰﾂ ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｰ委 フリー

　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度　市・地区　事業

つつじが丘スポーツ委員会(体育部会）
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つつじが丘スポーツ委員会の会議は（日）各大会等、終了後に開催予定　　杉浦照久
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