
月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

4 4 町体育協会監査会 町文化体育館

7 第１回町体育協会理事会（年間６回程度） 町文化体育館

13 平成２9年度金ケ崎町体育協会評議員会 中央生涯教育センター

16 盛岡市内一周継走(陸上競技協会） 盛岡市

21 春季ふれあいＧＧ大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 桜つつみ

5 22 岩手県剣道連盟理事会・代議員会(剣道協会） 県体育協会会議室

2 強化練習交流会(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会） 町文化体育館

3～4 第14回さつきカップ大会（ソフトテニス協会） 森山ﾃﾆｽｺｰﾄ、みどりの郷

13～14 岩手県一般、実年ソフトボール大会(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町　　内

26 はつらつ駒形ＧＧ大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 西部地区ｾﾝﾀｰ

28 中学校通信陸上＆小学生交流陸上(陸上競技協会） 森山総合公園

28 第４２回ペタンク大会兼講習会(ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 街地区ｾﾝﾀｰ

28 軽スポーツ交流会(西部支部） 西部地区センター

28 ショ―トテニス大会（テニス協会） 町文化体育館

未定 胆江地区中学校総合体育大会打合せ会 未定

27～28 ソフトボール菓匠三全杯大会(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協） 宮城県大河原町

6 4 第３5回金ケ崎マラソン大会 森山総合公園特設コース

10 町民バドミントン交流会(バドミントン協会） 町文化体育館

11 岩手県ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協議金ケ崎予選(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

17 奥州・金ケ崎陸上記録会(陸上競技協会） 森山総合公園

18 マスターズ陸上競技選手権大会(陸上競技協会） 森山総合公園

未定 胆江地区中学校総合体育大会（中体連） 胆江地区

未定 選手選考会(弓道協会） 水沢弓道場

17～18 第２２回岩手県レディース大会(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会） 八幡平市

中旬 花巻・北上・奥州ブロック大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 青少年コート

22 第６９回岩手県民体育大会結団式 町文化体育館

24 第６９回岩手県民体育大会競技開始(７月上旬迄） 県　　内

24～25 第１２回岩手県民テニス競技(ﾃﾆｽ協会） 盛岡市

28 第１９回支部対抗大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 永岡地区センター

未定 自治会対抗大運動会(三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

7 2 金ケ崎町ビーチボールサマー交流会 町文化体育館

2 南方地区体育祭(南方支部） 南方地区センター

5 町老蓮会長杯大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 北方農村公園

9 第５回金ケ崎ＯＰ　ＭＩＸフェスティバル（テニス協会） 森山テニスコート

11 県下少年剣道大会（剣道協会） 県営武道館

15～16 岩手県中学校総合体育大会剣道競技(剣道協会） 北上市総合体育館

16 第４３回ペタンク大会兼講習会(ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 永岡地区センター

23 西部球技大会(西部支部） 西部地区センター

30 自治会対抗球技大会(三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

30 金ケ崎町プラチナ大会(ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

30 岩手県下剣道選手権大会（剣道協会） 県営武道館

未定 錬成会(弓道協会） 水沢弓道場

8 5 森山サマーウォーク大会(陸上競技協会） 森山総合公園

9～10 第３７回NHK杯県オープンシングルス大会(ﾃﾆｽ協会） 盛岡市
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月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

8 10 防火訓練実施(総合訓練） 町文化体育館

18 会員親睦大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 桜つつみ

19～20 剣道七段、六段審査会(剣道協会） 長野市

未定 みちのく少年剣道大会(剣道協会） 奥州市Zアリーナ

26 第１０回松健杯（テニス協会） みどりの郷テニスコート

26 胆江地区中学校陸上競技大会(陸上競技協会） 森山総合公園

27 剣道段別選手権大会、全日本予選会(剣道協会） 県営武道館

未定 山下大会(弓道協会） 水沢弓道場

9 3 剣道段位審査会(剣道協会） 一関市

3 町民スポーツ大会 町　　　　内

10 第４４回ペタンク大会兼講習会(ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 三ケ尻地区センター

12 町内小学校陸上記録会(陸上競技協会） 森山総合公園

15 秋季いきいき大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 三ケ尻地区センター

未定 第３６回岩手県ベテラン卓球大会(卓球協会） 矢巾町

24 森山陸上カーニバル(陸上競技協会） 森山総合公園

24 第１０回金ケ崎ＯＰダブルス（テニス協会） 森山テニスコート

未定 胆江地区中学校新人体育大会剣道競技(剣道協会） 東水沢中学校

10 9 第１６回森山カップペタンク大会(ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 森山総合公園

12 G・G協会会長杯大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 北方農村公園

15 水沢・江刺警察署管内民警剣道大会（剣道協会） 町文化体育館

15 陸上競技を楽しむ会(陸上競技協会） 森山総合公園

中旬 町長杯大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 森山総合公園

未定 リレーカーニバルinみかじり(三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

未定 みんなでソフトボール(ソフトボール協会） 森山総合公園野球場

未定 キッズ育成事業「元気な子のかけっこ教室」 森山総合公園陸上競技場

27 第６３回町内一周駅伝及び第２８回女子駅伝競走大会代表者会議 町文化体育館

未定 2017みんなでソフトボール(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会） 森山総合公園野球場

11 2 第６３回町内一周駅伝及び第２８回女子駅伝競走大会中継主任会議 町文化体育館

3 第１４回PQ協会長杯ペタンク大会(ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 町民グラウンド

3 東北弓道大会(弓道協会） 水沢弓道場

3 金ケ崎町キッズテニス教室（ﾃﾆｽ協会） 町文化体育館

3 県下スポーツ少年団剣道大会(剣道協会） 県営武道館

5 第６３回町内一周駅伝競走大会及び第２８回女子駅伝競走大会 森山発着特設ｺｰｽ

12 西部地区グラウンド・ゴルフ交流会(西部支部） 西部地区センター

19 金ケ崎町ビーチボールウィンター交流会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

25 剣道六段審査会（剣道協会） 八王子市

26 金ケ崎町ソフトバレーボール交流会(ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

27～28 剣道七段審査会（剣道協会） 東京武道館

未定 髙橋勝一旗争奪少年剣道大会（剣道協会） 奥州市Zアリーナ

未定 第４０回岩手県レディース卓球大会(卓球協会） 奥州市

12 3 第２９回金ケ崎町小学生ピンポン大会(卓球協会） 南方地区センター

23～24 交流大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町　　内

未定 町内スポーツ少年団剣道交流大会(剣道協会） 未　　定

1 12 金ケ崎町体育協会新年交賀会 みどりの郷

21 新春卓球大会(卓球協会） 南方地区センター

21 金ケ崎町新春ビーチボール大会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 街地区体育館



月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

1 21 ＪＡ来夢くんカップ(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 金ケ崎町・奥州市

未定 第３２回北上市卓球協会長杯卓球選手権大会(卓球協会） 北上市

2 4 自治会対抗卓球大会(三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

4 西部地区卓球交流会(西部支部） 西部地区センター

5 ペタンク講習会兼練習会(ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 和光ドーム

11 第３５回金ケ崎町卓球選手権大会(卓球協会） 町文化体育館

18 金ケ崎町選手権大会(ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

22 防火訓練実施(総合訓練） 町文化体育館

3 4 町卓球選手権大会(南方支部） 南方地区センター

17～18 ミカサカップ(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

18 中部地区審判等伝達講習会(ソフトボール協会） 町　　　　　内

25 森山スプリングウォーク大会(陸上競技協会） 森山総合公園

未定 卓地杯少年剣道大会(剣道協会） 前沢中学校

未定 中部地区協議会総会(ソフトボール協会） 奥州市水沢区

未定 第４７回胆江地区卓球大会(卓球協会） 奥州市水沢区

未定 平成３０年度指定管理施設年間行事調整会議 町文化体育館


