
体育協会事業計画

月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

4 2 第38回金ケ崎マラソン三役、事務局会議 町文化体育館

8 町体育協会監査会 町文化体育館

9 第38回金ケ崎マラソン大会中止の決定（新型コロナウイルス感染拡大の為） 中央生涯教育センター

13 第１回町体育協会理事会（年間７回程度） 町文化体育館

15 第38回金ケ崎マラソン三役、事務局会議 町文化体育館

17 令和２年度金ケ崎町体育協会評議員会 中央生涯教育センター

6 未定 令和２年度公益財団法人岩手県体育協会評議員会 サンセール盛岡

26 第7２回岩手県民体育大会結団式 町文化体育館

27 第7２回岩手県民体育大会（～7月迄） 県　　　　内

8 6 総合避難訓練 町文化体育館

未定 運動スイッチオン事業「幼稚園教室」各幼稚園2～3回 町内４幼稚園

9 6 町民運動会 町民運動場

未定 キッズ育成事業『小学生ｽﾎﾟｰﾂ塾』2～3回程度 森山総合公園陸上競技場他

10 未定 運動スイッチオン事業保育園出前教室 未　　　　　定

26 第66回町内一周駅伝競走大会及び第31回女子駅伝競走大会監督会議 町文化体育館

30 第66回町内一周駅伝競走大会及び第31回女子駅伝競走大会中継所主任会議 町文化体育館

11 1 第６６回町内一周駅伝競走大会及び第３１回女子駅伝競走大会 森山発着特設ｺｰｽ

23 第７９回一関・盛岡間駅伝競走大会 一関～盛岡間

未定 体育協会役員研修視察 未　　　定

12 未定 第３９回金ケ崎マラソン大会第１回実行委員会 中央生涯教育センター

1 8 令和３年新年交賀会及び令和２年度体育協会表彰式 みどりの郷

中旬 金ケ崎マラソン大会主催・協賛企業依頼訪問 県　　　内

未定 第７３回岩手県民体育大会スキー競技 安比高原､田山スキー場

2 18 避難訓練 町文化体育館

3 未定 文化体育館次年度年間行事調整会議 町文化体育館

構成団体事業計画

月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

4 未定 城下町ＧＧ交流大会（街支部） 町　　内

19 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

26 県民体育大会金ケ崎予選（野球協会） 森山総合公園野球場

5 2 第6回北奥地区高校バスケトボール交流会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

未定 競技場等安全祈願祭（陸上競技協会他） 森山総合公園

10 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

10・17 高松宮腸杯第64回全日本軟式2部地区予選（野球協会） 奥州市胆沢

22 第15回はつらつ駒形大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 西部地区センター

24 第51回ペタンク交流大会（ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 街地区グラウンド

27 第39回金ケ崎町ＧＢ選手権大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 和光ドーム

未定 県民体育大会練成会5月～7月（弓道協会） 水沢弓道場

31 軽ｽﾎﾟｰﾂ交流会（西部支部） 西部ｾﾝﾀｰ

月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場
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6 未定 選手選考会（弓道協会） 水沢弓道場

14 県下少年剣道大会（剣道協会） 県営武道館

14 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

未定 街地区卓球大会（街支部） 街地区センター

17 第22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

17 第23回交通安全ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 和光ドーム

未定 第26回森山カップ（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 森山総合公園陸上競技場

21 三世代交流ＧＧ交流大会（三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

28 金ケ崎町ビーチボールサマー交流会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

27～28 2020岩手県レディースソフトボール大会（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会） 花巻市

7 2 ﾌﾟﾗﾁﾅ大会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

3 第21回森山ＣＵＰＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 森山総合公園

5 地区民運動会（西部支部） 西部ｾﾝﾀｰ

5 地区ｽﾎﾟｰﾂ交流会（南方支部） 町文化体育館他

5 三ケ尻自治会対抗球技大会（三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

12 地区大運動会（永岡支部） 永岡センター

12 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

12 第27回岩手県ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ競技大会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 未定

12 第52回ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会（ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 三ケ尻地区グラウンド

14 金ケ崎町老人クラブ連合会大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 町民運動場

18～19 県中学校総合体育大会剣道競技（剣道協会） 二戸市

18～19 第10回金ケ崎カップミニバス大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

22 第35回金ケ崎町長旗争奪ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 和光ドーム

25～26 岩手県中学校生男女ソフトボール大会（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会） 荒巻公園

26 第8回金ケ崎ＯＰ　ＭＩＸフェスティバル（テニス協会） 森山総合公園テニスコート

26 岩手県下剣道選手権大会（剣道協会） 県営武道館

8 1～2 岩手県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会審判講習会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

7～8 第91回都市対抗野球第1次予選岩手県大会（野球協会） 森山総合公園野球場

未定 山下旗争奪県下弓道大会（弓道協会） 水沢弓道場

未定 森山カップ（ソフトテニス協会） 森山総合公園テニスコート

16 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

20 胆江地区親善交流ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会 未定

21 令和2年度会員親睦大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 街地区センター

未定 胆江地区中学校学年別大会（ソフトテニス協会） 森山総合公園テニスコート

22 剣道七段審査会（剣道協会） 長野県

30 第53回ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会（ﾍﾟﾀﾝｸ協会） 南方地区グラウンド

9 5～6 第43回東日本野球大会2部地区予選（野球協会） 奥州市胆沢

5～6 第3回全日本社会人0-40.50選手権岩手県（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

6 剣道段位審査会（剣道協会） 奥州市胆沢

13 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

13 第14回金ケ崎ＯＰ　ダブルス大会（テニス協会） 森山総合公園テニスコート

17 第34回永岡温泉(夢の湯）社長杯ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 和光ドーム

17～18 岩手県高等学校選手権大会北奥地区予選（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場



9 18 第32回秋季いきいき大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 三ケ尻地区センター

20 審判講習会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 南方地区センター

26 岩手県レディース交流会（卓球協会） 紫波町

3～4 第23回金ケ崎カップ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

10 3～4 長沢正夫杯ミズノトーナメント陽北選抜野球大会（野球協会） 森山総合公園野球場

11 地区三世代グラウンド・ゴフル交流会 西部ｾﾝﾀｰ

11 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

11 リレーカーニバルｉｎみかじり2020（三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

11 奥州警察署管内民警剣道大会（剣道協会） 町文化体育館

11 第13回松健杯（テニス協会） 森山総合公園テニスコート

未定 競歩路検定(陸上競技協会） 森山周辺競歩路

18 県下スポーツ少年団剣道大会（剣道協会） 県営武道館

18 第23回岩手県ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ選手権大会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 未定

19 第23回町協会長杯大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 北方農村公園

未定 陸上競技を楽しむ会(陸上競技協会） 森山総合公園

未定 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

27 第18回金ケ崎町長杯大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会） 町民運動場

27～28 岩手県ﾏｽﾀｰｽﾞＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 未定

11 3 東北弓道大会（弓道協会） 水沢弓道場

3 第17回町ＰＱ会長杯ﾍﾟﾀﾝｸ大会（ペタンク協会） 町民運動場

4 第15回金ケ崎町福祉ﾌﾛﾝﾃｨｱ社長杯ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会 和光ドーム

8 北上市長杯争奪卓球大会（卓球協会） 北上総合体育館

8 金ケ崎町ゴルフ交流会（ゴルフ協会） 栗駒ゴルフ倶楽部

11 岩手県ベテラン卓球大会（卓球協会） 矢巾町総合体育館

14 剣道七段審査会（剣道協会） 名古屋市

未定 江刺オープンラージボール大会（卓球協会） 江刺中央体育館

18 第33回金ケ崎町ＧＢ協会長杯ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 和光ドーム

22 交流会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

未定 技術育成講習会（ソフトテニス協会） 森山総合公園テニスコート

23 髙橋勝一旗争奪商ねん剣道錬成大会（剣道協会） 奥州市総合体育館

24 剣道七段審査会（剣道協会） 東京都

28～29 いわて純情りんご杯(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

12 5 町内スポーツ少年団剣道交流大会（剣道協会） 三ケ尻地区センター

6 級認定審査会（剣道協会） 三ケ尻地区センター

6 金ケ崎町小学生ピンポン大会（卓球協会） 南方センター

6 ウィンター交流会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

6 金ケ崎町テニス協会交流会（テニス協会） 和光ドーム

19～20 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

未定 設立50周年記念事業（陸上競技協会） みどりの郷

1 11 第2回高校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交流大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

17 三ケ尻自治会対抗卓球大会（三ケ尻支部） 三ケ尻地区センター

17 第19回永岡地区ピンポン交流会（永岡支部） 永岡センター

未定 新春卓球大会（卓球協会） 南方センター

月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場



1 未定 街地区活性化事業（雪まつり）（街支部） 街地区センター

未定 森山ジュニア強化練習（ソフトテニス協会） 和光ドーム

30～31 ＪＡ岩手ふるさと来夢くんカップ(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 金ケ崎町・奥州市

31 地区卓球大会（西部支部） 西部ｾﾝﾀｰ

2 7 冬季ﾍﾟﾀﾝｸ練習会（ペタンク協会） 和光ドーム

8 選手権大会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 町文化体育館

14 金ケ崎町卓球選手権大会（卓球協会） 町文化体育館

未定 卓球選手権大会（街支部） 街地区センター

3 13～14 第27回ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ滋賀大会(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ協会） 滋賀県

27～29 みちのくミカサカップ（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 金ケ崎町・奥州市・胆江

未定 奥州オープン卓球大会（卓球協会） 奥州総合体育館

未定 卓地杯少年剣道大会（剣道協会） 前澤中学校


