
５月

５月

９月 １０日

８月 ２７日

１１月 下旬

１０月 １日

１１月 上旬

１月 ２９日

（１） １１月

５月

６月 ２３日

７月

８月 １月

９月

２月

（５） バレーボール協会

５月 下旬

７月 下旬

１０月 ６日

（２） ソフトボール協会 １１月 ３日

５月 １２月 上旬

２２日 １２月 中旬

９月 ４日 ３月 １２日

１０月 ９日

（３） 陸上協会

９月 １０日 （６） スケート連盟

１０月 １日 ４月

５月 ～１０月末

（４） 剣道連盟 ８月 上旬

４月 ２９日 １月 １４日

６月 ２９日

１０月

 第４１回釧路管内町村東西対抗剣道大会出場

 高松宮賜杯第５８回軟式野球大会

 浜中町民野球大会兼王座決定野球大会

 協会総会（書面決議）

 令和４年度後期剣道昇級審査会開催

 豊漁・豊作祈願第２５回町民ソフトボール大会

 

 第３６回町民ソフトボール大会

 国体一般釧路大会

 町長賞野球大会

 秋季大会

 町民駅伝大会協力

 町民マラソン大会

 管内少年野球６大会

浜中町総合グラウンド Ｓ・Ｇ

（審判派遣）

 協会総会

 東日本二部野球大会

 天皇杯釧路支部大会

 釧路管内スポーツ協会連絡協議会役職員等研修会

 浜中町民スケート大会

 浜中町民マラソン大会

 親子バレーボール教室

野球連盟  第６１回釧根地区町村剣道大会出場

弟 子 屈
町

浜 中 町 民 ス ケ ー ト リ ン ク

２　各加盟団体事業

 第７６回東北海道市町村対抗剣道大会出場

 連盟総会

 連盟結成野球大会

 第４１回釧路管内市町村剣道指導者
 実技講習会・交流稽古会参加

 上田賞野球大会

書 面 会 議

 浜中町民体育祭（１２競技種目）

 浜中町民駅伝大会
総合グラウンドＳ・Ｇ（周回コー

ス ）

 第６１回釧根地区町村剣道大会審判派遣

浜 中 町 総 合 グ ラ ウ ン ド 外

 第７６回東北海道市町村対抗剣道大会審判派遣

１　協会事業

令和４年度　事　業　計　画 

 釧路管内スポーツ協会連絡協議会第１回役員会
書 面 会 議

書 面 会 議

 釧路管内スポーツ協会連絡協議会総会

 浜中町スポーツ協会総会

 釧路・根室圏広域スポーツセンター協議会総会

５月

 第５３回東北海道少年剣道釧根地区大会審判派遣

 連盟総会（書面会議）

 令和４年度前期剣道昇級審査会開催

 第３２回道東４支庁親善剣道練成大会
 釧路支庁代表選手派遣

（審判・指導者派遣）

 はまなか運動くらぶ

 1３競技大会等

 スケート夏季合宿

 町民スケート大会

 幼児スケート教室

 家庭婦人審判講習会等

 地方大会へのチーム、審判派遣

 第１０回浜中町バレーボール協会長杯大会

 会長杯親睦大会

 ６人制ルール伝達講習会

 町民体育祭親睦バレーボール大会

 ハマナカオータムカップ２０２２

 年末バレーボール大会



（７） ゲートボール協会 （1０） ソフトテニス協会
４月

１０月 下旬

（８） ミニバレー協会 １１月 上旬

４月 ９日 １月

５月 ２２日

８月 ２４日

９月 ２８日 （1１） インドアパークゴルフ協会
１０月 ２３日 ５月 ～９月

１１月 ５日 １１月 ２７日

２５日 ２８日

１２月 １４日 ２８日

２月 ８日 土・日

３月 １日 １月 ２２日

２３日

土・日

２月 １９日

２０日

土・日

（９） パークゴルフ協会 ３月 ２６日

５月 １４日 ２７日

１５日 土・日

１５日

２２日 （1２） バスケットボール協会
６月 １２日

２６日

７月 １７日

２４日

２４日

８月 ２１日 （1３） サッカー協会
２８日 １２月

９月 １日 ２月

４日

１１日

１８日

２５日

１０月 ２日

１０日

２２日

２３日

 町民体育祭大会

 第３０回釧路地区PG協会連合会大会

 釧路地区PG協会連合会研修・交流会

 協会長杯大会（納会）

　　　 協会存続協議中のため事業計画未定　（練習のみ行う）

 釧路管内老人クラブ連合会ＰＧ大会（後援）

 釧路湿原ＰＧ標茶大会

 第３６回タカナシ杯大会 

（地方大会）

 第５回浜中輸送事業(協)杯小・中学生大会

 第１５回えもんシリーズ大会 （厚岸町）

 第３４回町民体育祭親睦交流大会  町民体育祭ＰＧ大会（一般の部）

 町民体育祭ＰＧ大会（シニアの部）

 協会総会

 第９回北連杯大会（管内）

 第５回浜中輸送事業(協)杯大会（管内）

 第９５回協会大会（例会）

 第３回例会（町内）

 白糠漁協組合長杯ＰＧ大会（白糠町）

 協会総会及び講習会

 摩周メロン杯ＰＧ大会　（弟子屈町）

 指導員・アドバイザー研修会

 第２１回たんちょうPG大会　（鶴居村）

 大地みらい信用金庫はくちょう会杯大会

 第２回例会（町内～ペアマッチ）

 指導員・アドバイザー認定講習会（音別町）

 浜中桜まつり大会

 町長杯大会

 浜老連納会大会

月　日　未　定

 第１回例会（町内）

 協会長杯大会（春季）

 第９６回協会大会（納会）

毎週水曜日

 令和４年忘年ミニバレー大会

 第９回ｾｲｺ-ﾏ-ト浜中店長杯大会

 第１９回ふれあい交流大会

 各支部交流大会

 理事会（年４回）

 審判会議及び講習会（年２回）

 第３３回道新杯ミニバレー大会

 第３４回ＪＡ浜中町杯大会

 浜老連新年大会

 各支部交流大会

 総会・交流会

 厚岸町との合同練習

 交流大会

 町民体育祭3on3大会

全道フットサル選手権２０２２釧路地区予選

令和４年度浜中町民フットサル大会

 各支部交流大会

 浜老連早春大会

 会員一般練習

 町民体育祭ソフトテニス大会

 新春ソフトテニス大会

 各支部交流大会

 会員親睦大会開催（屋外）

 協会総会・役員会

 第９４回協会大会（新年恒例会）

 協会定例総会

 ソフトテニス教室


