
事　　業　　名 月 日 開催地 地区 備　考（本県出場枠他）

第39回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会 3･4･5･6 宮城県 全国 九州Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟの輪番制により参加枠なし

第39回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ホッケー交流大会 4･5･6･7 山口県 全国 男女各1チーム

第40回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会 25･26･27 東京都 全国 県大会上位チームより選抜チームを編成

第15回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団バレーボール交流大会 25･26･27･28 群馬県 全国 女子=県大会優勝ﾁｰﾑ 男子=九州ﾌﾞﾛｯｸ輪番制によるり本県大会優勝ﾁｰﾑ

第37回九州ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年団ミニバスケットボール交流大会 25･26･27 福岡県 九州 男女各2チーム

　〃　　　　　　　　　　　空手道交流大会 12･13 長崎県 九州 小中学生計4チーム

　〃　　　　　　　　　　　剣道交流大会 5･6 佐賀県 九州 小中学生各2チーム

　〃　　　　　　　　　　　軟式野球交流大会 18･19･20 沖縄県 九州 県大会優勝・2位チーム

　〃　　　　　　　　　　　ソフトボール交流大会 25･26･27 鹿児島県 九州 県大会優勝・2位チーム

　〃　　　　　　　　　　　バレーボール交流大会 25･26･27 山鹿市 九州 県大会2位～7位チーム

　〃　　　　　　　　　　　サッカー交流大会 25･26･27 大分県 九州 参加希望2チーム

第28回県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ソフトボール大会 10･11(･17) 宇城市 県 優勝・2位=九州大会へ

第14回熊本県中学生剣道優勝大会 11 人吉市 県 上位入賞者から全国大会(個人戦)に出場可

第37回県ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球大会 17･18･24(･25) 熊本市 県 32チーム（優勝・2位=九州大会）

第12回県ｽﾎﾟｰﾂ少年団バレーボール交流大会 8･9 山鹿市 県 優勝=全国大会　2位～7位=九州大会

第44回熊本県下少年剣道錬成大会 15 熊本市 県 上位入賞者から全国大会(団体戦)に出場可

県少林寺拳法ｽﾎﾟｰﾂ少年団交流大会 11 19 南阿蘇村 県 25支部（400名予定）

ジュニアアスレティックトライアル 12 23 熊本市 県 県内小学生

事　　業　　名 月 日 会場地 地区 備　考（本県出場枠他）

第55回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年大会 ７ 28･29･30･31 新潟県 全国 派遣枠=指導者1名・団員5名(中高生のみ)

シニア・リーダースクール ８ 3･4･5･6･7 静岡県 全国 本県参加枠=5名

全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団リーダー連絡会 ９ 30･10/1 東京都 全国 派遣枠=指導者1名・リーダー1名

第49回九州ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年大会 8 6･7･8 宮崎県 九州 本県担当　各県小・中学生各10名、指導者2名

九州ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年団リーダー研究大会 10 21･22 大分県 九州 リーダー会5名・育成担当1名

県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾘｰﾀﾞｰ会総会 5 21 熊本市 県 県リーダー会員

県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ジュニア・リーダースクール ３ 24･25･26 上天草市 県 団員30名参加募集

事　　業　　名 月 日 会場地 地区 備　考（本県出場枠他）

指導者全国研究大会 ６ 18 東京都 全国 希望者　本県参加枠=5名

ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂの育成と安全･安心ﾌｫｰﾗﾑ 12 10 新潟県 全国 希望者

LIVE ON SEMINAR（大塚製薬株式会社特別協賛事業） ７ 未定 熊本市 全国 希望者

認定育成員研修会 11 25 福岡県 全国 有効期限2018年までの資格取得者／他7会場開催

幼児期からのｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ講師講習会 9 23･24 熊本市 全国 希望者　全国4会場

　〃　　　　　　　　　　　　　　 普及講習会 5 28 菊陽町 全国 希望者　全国9会場

　〃　　　　　　　　　　　　　　 普及促進研修会 ― ― ― 全国 全国各地で開催

認定員養成講習会（兼ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ養成講習会） ― 未定※9月以降予定 熊本市 県 スポーツ少年団指導者等40名募集

事　　業　　名 月 日 会場地 地区 備　考（本県出場枠他）

第44回日独同時交流（派遣）事前研修会（指導者） ５ 3･4･5 東京都 全国 希望者。募集は前年度に実施済み。

　〃　　　　　　　　　　　事前研修会（団員） ５ 4･5 東京都 全国

　〃　　　　　　　　　　　結団式 ７ 30 東京都 全国

　〃　　　　　　　　　　　全体日程 ７ 31～8/18 ドイツ 全国

　〃　　　　　　　（受入）全体日程 ７ 22～8/7 ― 全国 全体プログラムは日本スポーツ少年団が担当。

　〃　　　　　　　　　　　熊本県受入日程 ７ 24～28 阿蘇市 県 ドイツ団10名の受け入れ。

日独青少年指導者セミナー（派遣） ― 14日間 ドイツ 全国 ※隔年実施（実施なし）※参加者は希望者。

　〃　　　　　　　　　　（受入） ― 14日間 日本 全国 　〃　　　　　　　　　※受入は全国の輪番制による。

日独スポーツ少年団指導者交流（派遣） 10 7～16 ドイツ 全国 ※隔年実施（実施）※派遣は日本スポーツ少年団役員。

　〃　　　　　　　　　　　　（受入） 10 29～11/10 北信越・東海 全国 　〃　　　　　　　※受入は全国の輪番制による。

日中青少年スポーツ指導者交流（派遣） ― 10日間 中華人民共和国 全国 ※派遣と受入を隔年実施。※派遣は希望者。

　〃　　　　　　　　　　　　（受入） ― 10日間 近畿 全国 　〃　　　　　　　　　　※受入は全国の輪番制による。

日中青少年スポーツ団員交流（派遣） ― 7日間 中華人民共和国 全国 ※派遣と受入を隔年実施。※派遣・受入ともに全国の輪番制による。

　〃　　　　　　　　　　　（受入） ― 7日間 中国・四国 全国 　〃

事　　業　　名 月 日 会場地 地区 備　考（本県出場枠他）

第1回県スポーツ少年団指導者協議会 26 熊本市 県 本部委員

市町村スポーツ少年団事務担当者会（説明会） 26 熊本市 県 市町村スポーツ少年団の事務担当者

第1回県スポーツ少年団本部委員会 27 熊本市 県 県指導者協議会委員

第2回県スポーツ少年団指導者協議会 15 熊本市 県 県指導者協議会委員

第3回県スポーツ少年団本部委員会 15 熊本市 県 本部委員

九州ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年団連絡協議会 ４ 20･21 宮崎県 九州 本部長・指導協会長・事務担当

九州ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者研究協議会 11 25･26 宮崎県 九州 指導協・女性指導者・事務担当

日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団九州ﾌﾞﾛｯｸ会議 １ 25･26 宮崎県 九州 本部長・指導協会長・事務担当

都道府県事務担当者会議 ５ 24 東京都 全国 県事務担当者

第1回日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団委員総会 上旬 東京都 全国 本県選出委員(本部長)

全国スポーツ少年団指導者協議会 16･17 東京都 全国 指導者協議会会長1名

第2回日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団委員総会 ３ 上旬 東京都 全国 本県選出委員(本部長)
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