
１．競技力の向上・各種大会　　　　　　 （日程、会場等は変更となることがあります）

期　　日 事　業　内　容 会　場
6月14日 (日) 第11回恵那市市民体育大会ママさんバレーボール競技 恵那西中学校体育館
6月21日 (日) 第11回恵那市市民体育大会陸上競技 まきがね公園多目的広場

7月5日 ～7月26日 第45回東濃総合体育大会 恵那市
第11回恵那市市民体育大会総合開会式
第11回恵那市市民体育大会卓球競技 まきがね公園体育館
　　　　　　〃　　　　バドミントン競技 まきがね公園体育館
　　　　　　〃　　　　アーチェリー競技 未定
　　　　　　〃　　　　サッカー競技 恵那スケート場
　　　　　　〃　　　　クレー射撃競技 恵那峡射撃場
　　　　　　〃　　　　剣道競技 まきがね西体育館
　　　　　　〃　　　　ソフトテニス競技 まきがね公園テニスコート

　　　　　　〃　　　　ソフトボール競技 まきがね公園多目的広場　

　　　　　　〃　　　　バレーボール競技 まきがね公園体育館
　　　　　　〃　　　　弓道競技 まきがね公園弓道場
　　　　　　〃　　　レクリェーションバレーボール競技 恵那西中学校体育館他

　　　　　　〃　　　バスケットボール競技 山岡中学校体育館
第8回岐阜県民総合スポーツ大会水泳競技

7月29日 ～（水） 事業所対抗ソフトボール大会 まきがね公園多目的広場　

8月29日 (土) 第11回恵那市水泳カーニバル 武並小学校プール
9月20日 (日) 第8回岐阜県民総合スポーツ大会 美濃加茂市周辺
9月19日 (土) まきがね公園杯卓球大会 まきがね公園体育館
9月13日 (日)
9月20日 (日)
9月29日 (火) 第11回恵那市市民体育大会マレットゴルフ競技

10月18日 (日) 第11回恵那市市民体育大会柔道競技 山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

11月6日
11月13日
10月15日 (木) 第11回恵那市市民体育大会ゲートボール競技 まきがね公園多目的広場

11月22日 (日) 　　　　　　〃　　　　駅伝競技 まきがね公園周辺
1月17日 (日) 　　　　　　〃　　　　スケート競技 恵那スケート場
2月14日 (日) 　　　　　　〃　　　　スキー競技 モンデウススキー場
1月未定 (土) 第45回東濃総合体育大会冬季大会スケート競技 恵那スケート場

１月未定 (土) 第8回岐阜県民総合スポーツ大会スケート競技 恵那スケート場
２月未定 未定 第8回岐阜県民総合スポーツ大会スキー競技 未定

未定 第11回恵那市市民体育大会マレットゴルフ競技
2月21日 (日) 第45回東濃総合体育大会冬季大会スキー競技 位山モンデウススノーパーク

２．スポーツの普及振興 （日程、会場等は変更となることがあります）

期　　日 事　業　内　容 会　場
4月19日 (日) 第14回恵那峡ハーフマラソン大会 恵那スケート場発着

インラインスケートスタートイベント(滑走料無料)
クリスタルカップフットサル一般大会

5月4日 （月祝） クリスタルカップフットサル少年大会 恵那スケート場
5月9日 7月11日 弓道教室（毎土　19時～21時） まきがね公園弓道場　　

6月12日 ～8月14日 ＬＢ卓球教室　（毎金　13時～14時30分　　　　計10回） まきがね公園体育館

6月7日 (日) 健幸フェスティバルinえな まきがね公園

6月20日 (土)
プールオープン・無料開放
    　他に各プールで無料開放日設定(各施設2日間)

明智･山岡･上矢作
　　　　　各プール

6月21日 (日) クリスタルカップフットサルレディース大会 恵那スケート場
6月19～21日 (金～日) Ｂ＆Ｇリーダー研修会 川辺町

7月12日 (日) マリンスポーツフェスティバル 八百津町BG海洋センター

夏休みインラインスケート無料開放（滑走料無料） 恵那スケート場
クリスタルカップフットサル一般大会 恵那スケート場

7月22日 ～9月31日 ソフトテニス教室　（毎水　19時30分～21時　計10回） 山岡テニスコート
7月22日 ～8月13日 水泳教室 山岡ＢＧ海洋センター

第11回恵那市市民体育大会軟式野球競技 まきがね公園野球場他

(金) 事業所対抗レクバレー大会 まきがね公園体育館

4月25～26日 （土、日） 恵那スケート場

7月19日 (日)

8月30日 (日)

平成27年度　(公財)恵那市体育連盟事業計画書

8月16日 (日)

8月23日 (日)



期　　日 事　業　内　容 会　場
7月25日 (土) 2015クリスタルパークインラインフェスティバル 恵那スケート場
7月25日 ～8月8日 学校プール開放(土、日) 大井小・長島小・恵那北小

8月8日 (土) Ｂ＆Ｇスポーツ大会（水泳・剣道) 中津川市
8月11～15日 （火～土） 夕涼みインライン2015 恵那スケート場

夏休み最終日インラインスケート無料開放（滑走料無料）

クリスタルカップフットサル少年大会
8月27日 ～10月29日 バドミントン教室（毎木　19時30分～21時)　10回） まきがね公園体育館　

9月14日 (日） クリスタルカップフットサルミックス大会 恵那スケート場
10月10日 10月11日 ラジコンカーレース大会 恵那スケート場
10月11日 (日) クリスタルカップフットサル一般大会 恵那スケート場
10月12日 (月祝） サマーシーズン最終日(無料開放) 恵那スケート場

5月 ～9月 キッズサッカー教室 恵那スケート場
11月29日 (日) スケート場冬季オープニングイベント 恵那スケート場
12月13日 (日) 10周年記念イベント 恵那スケート場
12月23日 (水祝) クリスタルクリスマス‘15 恵那スケート場
1月24日 (日) 第1回スキー・スノーボード教室 アルコピア

初心者無料スケート教室 恵那スケート場
フィギュアスケート教室 恵那スケート場
カーリング体験教室 恵那スケート場

2月21日 (日) スケート場最終日イベント 恵那スケート場
2月27日 (土) 第2回スキー・スノーボード教室 アルコピア
3月20日 (日) 第32回日本大正村クロスカントリー 明智町

卓球教室　（毎　19時30分～21時　　　　計10回） まきがね公園体育館
アーチェリー教室　（毎木　　　　　計10回） まきがね公園弓道場
ウォーキング教室　（毎　　　　　計10回） まきがね公園体育館
こども体操教室　（　　　　　計10回） まきがね公園体育館
健康運動教室　（毎木　　　　　計10回） まきがね公園体育館
障害者スポーツ教室　 山岡プール

年　間 (金) （毎週金曜日10時～10時30）プチ講習会 まきがね公園
年　間 体力センター講習会 まきがね公園体力センター

年　間 託児付講習会・トレーニング日 まきがね公園体力センター

３．組織の強化･各種事業 （日程、会場等は変更となることがあります）

期日 事　業　内　容 会　場
年　間 理事会 まきがね公園会議室
年　間 評議員会 まきがね公園会議室
年　間 加盟団体長会議 まきがね公園会議室
年　間 強化･広報委員会 まきがね公園会議室
年　間 総務･財務委員会 まきがね公園会議室
年　間 全国大会出場者激励会
8月16日 (日) 平成26年度体育連盟表彰 まきがね公園体育館

6月・12月 ｢体連えな｣2回発行
9月・3月 賛助会員向け　ミニコミ誌発行

４．指導者養成事業 （日程、会場等は変更となることがあります）

期　　日 事　業　内　容 会　場

1月13日 ～2月17日 指導者養成講習会　毎週水曜日19時30分～　全5回 まきがね公園会議室他

５．スポーツ少年団の育成 （日程、会場等は変更となることがあります）

期　　日 事　業　内　容 会　場
5月16日 (土)

5月17日 (日)

5月17日 (日) 東濃地区スポーツ少年団春の交流会 未定

未定 未定 東濃地区スポーツ少年団リーダー研修会 多治見市

8月2日 (日) 東濃地区スポーツ少年団交流会(野球、サッカー、ソフトボール） 恵那市他

8月15日 (土) 市スポーツ少年団トライアスロン凸凹ラリー 根ノ上高原

9月5日 (土)

9月6日 (日)

12月～2月未定
12月～2月未定

市スポーツ少年団春の軟式野球交流会 まきがね公園野球場他

市スポーツ少年団ライオンズ旗交流会 まきがね公園他

12月～1月未定

8月23日 (日) 恵那スケート場



期　　日 事　業　内　容 会　場
12月5日 (土) 東濃地区スポーツ少年団スケート交流会 クリスタルパーク恵那

1月 未定 市スポーツ少年団スケート交流会 クリスタルパーク恵那

12月～１月 スポーツ少年団体力テスト 各地区

2月7日 (日) 市スポーツ少年団サッカー交流会 まきがね公園多目的広場


