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平成 26年度 公益財団法人桜井市体育協会事業報告

１ 生涯スポーツ並びに競技スポーツの普及と振興事業

（１）２０１５年桜井新春マラソン大会

期日：平成２７年１月１１日（日）

場所：総合体育館前 スタート＆ゴール

内容：２㎞～１２㎞ ４コース １４部門、参加者申込総数 ２１５２人

☆ ２㎞コース：ファミリー 【１６７組３３４人】

健康づくり 【４２６人】

小学生男子・女子 【２５３人】

☆ ３㎞コース：中学生女子 【５２人】

☆ ５㎞コース：中学生男子 【１６３人 】

一般男子（60歳以上）【４２人】
オープン女子 【５１人】

☆１２㎞コース：一般男子 【６８７人】・ 一般女子 【１４４人】

（２）春のウォーク（ワンデーウォーク）

期日：平成２６年５月３日（祝・土）

コース：明治の一時期に走っていた大仏鉄道、

「大仏鉄道」の跡や新緑の山城・三上山、山城街道をたずねる・・・

奈良県庁前～大佛鐵道記念公園～鹿背山～加茂～海住山寺～三上山～

棚倉～椿井～木津～ JR 平城山駅 約３３㎞

参加申込者数：１９５人

（３）スポーツ友好祭

期日：平成２７年３月１５日(日)

場所：大神神社 大礼記念館 参加者：１８０人

（４）表彰式

期日：平成２７年３月１５日(日)

場所：大神神社 大礼記念館

功労賞表彰 １９人 スポーツ賞表彰 ３団体６個人

（５）専門委員会（事業推進委員会）

開催日：毎月第１土曜日開催 場所：総合体育館・会議室

事業に関する企画・運営等について協議をおこなう。

◯指導養成部

(1)救命講習会 参加者３６人

期日：平成２６年８月３日（日）

場所：総合体育館・剣道場

内容 普通Ⅰ講習（3時間）
心肺蘇生、自動体外式除細動器（AED）の使用方法など

講師 奈良県広域消防組合 桜井消防署 ３人

(2)スポーツ指導者講習会 参加者６２人

期日：平成２７年１月３１日（土）

場所：市中央公民館・２階視聴覚室

内容 人権教育研修 「アメリカンフットボールが人生を変えてくれた」

～車いす生活になって見えた世界～

講師 天理大学アメリカンフットボール部

ヘッドコーチ 中 村 珍 晴（ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ)さん
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◯施設部

芝運動公園施設周辺の清掃

期日：平成２６年１２月２１日（日）

◯広報誌の発行

「ふれあい」 毎月１日 発行

（６）健康フェスティバル

期日：平成２６年９月１４日（日）

場所：総合体育館 参加者１９０人

内容：体力測定・骨密度測定・体力年齢測定

30秒間椅子立ち上がり・開眼片足立ちの測定
「健康相談」コーナーを設け、各種の測定結果をもとにヒヤリングを行い、

日常生活の改善点やその方法について指導助言をえる。

健康エクササイズ体験コーナー（スローエアロビクス）

（７）地域スポーツの振興（市補助金事業）

スポーツを通した健康づくり、体力づくり、仲間づくりを推進し地域住民が快適に暮

らすことができる地域コミュニティの実現を目指す。

ファミリー運動会等を開催

「軽スポーツと踊りの夕べ」を開催

総合型地域スポーツクラブの育成

各地域の「総合型地域スポーツクラブ」の推進に協力

指導者

（８）第６５回奈良県民体育大会参加（市委託事業）

期日：平成２６年７月６・１３日

市郡対抗競技の部 ２１種目 役員・監督・選手 総数２７８人

ソフトボール男子 Aブロック １位、 少林寺拳法 １位、

軟式野球 Bブロック ２位 サッカー Bブロック ２位、 柔道 ３位、

ソフトボール女子 Aブロック ３位 バレーボール男子 Bブロック ３位、

剣道 ３位

（９）ジュニアスポーツ教室への指導者派遣

生涯にわたり安全に運動・スポーツを実施できるための基礎技能の習得に重点を置き

指導するとともに、心身の健全育成を図る。

バドミントン、卓球、柔道、剣道、空手道、少林寺拳法、レスリング、ラグビー

（10）スポーツクラブの実施
競技スポーツの振興並びに競技力向上を図る。

バレーボール、ソフトバレーボール、バドミントン、ソフトテニス、テニス、卓球、

柔道、剣道、少林寺拳法、空手道、太極拳、トリム体操、グラウンドゴルフ、

（11）競技会等の開催
（12）スポーツ少年団活動の推進

登録単位団 ２（サッカー・少年野球）

（13）友好都市スポーツ交流 （市委託事業）

期日：平成２６年１１月２日（日）

場所：熊野市

内容：第２２回紀伊半島寿野球大会に参加 参加者 １１人
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２ 体育施設の管理運営事業
（１）体育施設の管理運営業務

芝運動公園運動場 芝運動公園総合体育館

芝運動公園庭球場 芝運動公園市民プール

桜井市民体育館 桜井市ゲートボール場（無料開放施設）

上之郷体育館 上之郷運動場

市体育施設等の指定管理施設利用状況 （有料利用のみ）

区 分 利用人数（人） 利用料（円）

総 合 体 育 館 51,313 4,048,670

市 民 体 育 館 12,737 1,231,200

グ ラ ン ド 19,913 1,562,250

庭 球 場 10,949 2,122,560

市 民 プ ー ル 9,110 1,861,220

上 之 郷 体 育 館 48 15,640

上 之 郷 運 動 場 20 3,500

合 計 104,090 10,845,040

（２）指定運営事業業務

①第５４回各種市民体育大会

市民グラウンドゴルフ大会

期日：６月７日(土） 会場：芝運動公園・運動場 参加者：１３４人

市民卓球大会

期日：６月１日(日) 会場：総合体育館 参加者：４８人

市民ソフトボール大会

期日：６月１日（日）・８日(日）

会場：運動場 参加人数：１９チーム（３２６人）

少年少女ソフトボール大会

期日：７月２０日（日）・２１日（月・祝） 会場：芝運動公園・運動場

参加者：２８チーム（３８１人）

小学生陸上記録会

期日：７月２６日（土） 会場：芝運動公園・運動場 参加者：６７人

市民水泳記録会

期日：８月２日（土） 会場：市民プール 参加者：１３３人

中学校軟式野球大会

期日：８月２４日（日）・３１日（日）

会場：芝運動公園・運動場 参加者：３チーム（５１人）

小学生相撲大会

期日 ９月６日（土） 会場 芝運動公園 こども広場相撲場

参加者 団体戦 １５チーム 個人戦 ８０人

中学生バレーボール大会

期日：９月１３日（土） 会場：総合体育館 参加者：３チーム（２７人）

市民バドミントン大会

期日：１０月１９日（土） 会場：市民体育館 参加者：５１人
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市民ソフトバレーボール大会

期日：平成２６年１月１８日（日） 会場：総合体育館

参加チーム：２４チーム （１１７人）

市民スキー・スノボー教室」

期日：平成２７年１月２３日（金）～２５日（日）２泊（１泊車中）３日

会場：長野県下高井郡北志賀竜王高原 参加者：３８人

市内一周駅伝大会

期日：平成２７年２月１５日（日） 会場：総合体育館（開会式・表彰式）

コース：スタート（安倍小学校）～６区間～ゴール（総合体育館前）

参加チーム：５５チーム（１６１人）

市民武道大会

柔道・剣道・空手道 少林寺拳法の ４競技

期日：平成２７年３月８日（日）

会場：総合体育館

参加者：柔道５０人 剣道７０人 空手道６５人 少林寺拳法６０人

②小学生水泳教室の開催

期日：７月２３日（水）～２５日（金）・２７日（月）・２８日」（火）５日間

午前９時３０分～正午

受講生：小学１・２年生 ４９人

指導者：奈良県水泳連盟より指導員派遣

③第４４回市民体育祭開催・競技運営

期日：平成２６年１０月１３日（月・祝日体育の日）

会場：芝運動公園・運動場 総合体育館（ふれあいの部）

台風接近により中止となる。

④第２９回桜井市ウォーキングフェスティバル開催

期日：平成２６年１１月３日（日）

コ ー ス：まほろばめぐりの部（５㎞～３０㎞）６コース

史跡案内の部・体験の部（みかん狩り）

参加者 まほろばめぐりの部：４７８６人 史跡案内の部：３０６人

体験の部：４３０人 合計：５５２２人

会場イベント ミニＳＬ：６８５人 ミニミニウォーク：７９人

運営スタッフ：３５１人

⑤第９回桜井市子ども駅伝大会開催

期日：平成２６年１２月６日（土）

会場：グリーンパーク・夢市場（開閉会式）

コ ー ス：倉橋溜池周遊路 １５．４㎞ （８区間）

参 加 者：１７チーム（１６０人）

３ 芝運動公園スポーツクラブ事業

登録会員数 ９８９人 (平成２６．１０．１２現在）

幼児 127人 小学生 392人 中学生 12人 一般 458人

○キッズ・ジュニアの部（４歳～中学生） １２教室

○一般の部 １４教室

健康の保持増進・心身のリフレッシュを目的とした教室 ９教室

競技スポーツの初心者育成教室 ４教室
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○親子ふれあい教室 （２･３歳児と保護者） ２教室

☆秋の交通安全運動への協力（オープニングセレモニー）

平成２６年９月２１日（土） 市中央公民館前

（キッズチアダンス）

☆新体操競技会

平成２６年１２月１３日（土） 総合体育館 ２３７人

徒手・ボール・ロープの部

☆「男子バレーボール Vチャレンジリーグ」応援 （キッズチアダンス）

平成２６年１２月２０・２１日 総合体育館

☆奈良県総合型地域スポーツクラブ発表会

平成２７年２月１５日（日）かしはら万葉ホール

（新体操・バトントワリング・フラダンス）

☆芝運動公園スポーツクラブ合同発表会

平成２７年３月１４日（土） 総合体育館

（キッズチアダンス・新体操・バトントワリング・フォークダンス・フラダンス）

４ 物品等販売事業

スポーツ施設への自動販売機の設置、スポーツ関係物品の販売をおこなう。

自動販売機１３台 （内 ２台は市民プール開場期間中のみ）

主な販売物品

新体操用手具・ユニフォーム・記録写真 等

５ 法人運営（諸会議開催）

理事会

○平成２６年５月１６日（金）

議案 １ 平成２５年度事業報告について

２ 平成２５年度財務諸表について

３ 平成２６年定時評議員会の開催について

○平成２７年 ３月２０日（金）

議案 １ 平成２７年度事業計画（案）について

２ 平成２７年度収支予算（案）及び資金調達及び設備投資の見込みにつ

いて

評議員会

○平成２６月５月３０日（金）

議案 １ 平成２５年度事業報告について

２ 平成２５年度財務諸表について

３ 評議員会運営規則について


