
【地区事業について】
（１）　スポーツ教室

グラウンド・ゴルフ教室 11 毎月第3日曜日（8月除く） 南部小 一般市民

小計 11

軽スポーツ、グラウンド・ゴルフ教室 8 毎月第3土曜日（4月、5月、8月、3月を除く） 稔台小 地区住民

軽スポーツ教室 4 9月11日、10月9日、11月13日、12月11日 寒風台小 〃

軽スポーツ教室 1 2月11日 北部小 〃

小計 13

カローリング・ボッチャ教室 1 7月24日 上本郷第二小 地区住民

グラウンド・ゴルフ教室 1 9月11日 〃 〃

小計 2

グラウンド・ゴルフ教室 3 4月10日、10月23日、1月15日 旭町小 地区住民

ボッチャ教室 1 9月18日 古ヶ崎小 〃

カローリング教室 1 9月18日 〃 〃

小計 5

初心者グラウンド・ゴルフ教室 12 毎月第1日曜日 矢切特別支援学校 地区住民

初心者バドミントン教室 12 毎月第2日曜日 矢切小 〃

グラウンド・ゴルフ教室 12 毎月第3日曜日 矢切特別支援学校 〃

初心者ソフトバレーボール教室 12 毎月第4日曜日 矢切小 〃

ソフトバレーボール教室 24 毎月第1・2日曜日 〃 〃

バドミントン教室 12 毎月第4金曜日 柿ノ木台公園体育館 〃

小計 84

インディアカ教室 2 6月4日、12月3日 大橋小 地区住民

ソフトボール教室 2 5月15日、11月22日 東部スポーツパーク 一般市民

婦人ソフトボール教室 6 5月、6月、10月各2回 大橋小 地区住民

小学生グラウンド・ゴルフ教室 15 毎月第2・3火曜日 東部小学校 地区小学生

ボッチャ・キンボール教室 12 毎月第3土曜日 東部スポーツパーク 一般市民

小計 37

4月17日、5月29日、6月26日

9月25日、3月26日

4月3日、5月8日、6月5日、7月3日、9月4日

10月2日、11月6日、12月4日、2月5日、3月5日

ソフトバレーボール・カローリング教室 1 2月26日 常盤平第一小 〃

小計 16

グラウンド・ゴルフ教室 1 6月5日 松飛台第二小 一般市民

カローリング・ボッチャ教室 1 6月26日 高木第二小 〃

卓球教室 1 11月6日 松飛台第二小 〃

バドミントン教室 2 9月11日 高木第二小 〃

小計 5
グラウンド・ゴルフ教室 1 6月12日 六高台スポーツ広場 地区住民

7月24日、9月11日、10月29日

11月27日、12月11日、3月19日

小計 7

明第一

明第二西

明第二東

常盤平体育館

回数

ソフトバレーボール教室

6

常盤平

事業名地区名

軽スポーツ教室

本　庁

カローリング教室

対象期日 会場

〃

常盤平第一小

六実市民センター

一般市民

六実六高台

矢　切

東　部

五香
松飛台

〃

5

10



回数事業名地区名 対象期日 会場

カローリング教室 10 毎月1回（1月、2月をのぞく） 小金原体育館 一般市民

軽スポーツ教室 12 第4土曜日 貝の花小 〃

グラウンド・ゴルフ教室 1 未定 未定 〃

小計 23

5月8日、6月12日、7月10日、8月7日、9月11日

10月16日、11月13日、12月4日、1月22日、2月5日

5月22日、6月26日、7月24日、8月28日、9月25日

10月30日、11月27日、12月11日、2月26日、3月19日

小計 20

4月17日、5月15日、7月17日、9月18日

10月16日、12月18日、1月15日

楽しい体操とカローリング教室 1 2月19日 八ヶ崎市民センター 〃

初心者グラウンド・ゴルフ教室 1 3月19日 八ヶ崎小 〃

小計 9

1 4月10日 新松戸南小 地区住民

5月1日、6月26日、9月4日、10月23日 〃

11月6日、12月11日、2月19日、3月19日 〃

1 4月10日 新松戸南小 〃

4 5月1日、9月4日、10月23日、3月19日 新松戸西小 〃

2 6月26日、2月19日 新松戸中央公園 〃

1 11月6日 馬橋北小 〃

カローリング教室 1 3月26日 馬橋小 〃

小計 18

合計 250

一般市民

10

馬　橋

10

初心者グラウンド・ゴルフ教室

東漸寺本堂裏広場

7

グラウンド・ゴルフ教室

幸谷小

新松戸

ファミリースポーツ教室

グラウンド・ゴルフ教室

新松戸西小8

小　金
小金小

一般市民

〃

小金原

カローリング・ボッチャ教室



（２） 新体力テスト

地区名 開催日 内　　　容 会　　場 対　　象

明第二東 10月23日 体力測定種目 上本郷第二小 地区住民

小金 10月22日 体力測定種目（小金社協ふれあい広場内） 小金小 一般市民

開催数 2

（３） 地区主催大会

地区名 開催日 名　　　称 会　　場 対　　象

明第一 3月11日 三世代交流グラウンド・ゴルフ大会 松ヶ丘小 地区住民

明第二東 11月27日 明第二地区グラウンド・ゴルフ大会 運動公園陸上競技場 地区住民

4月29日 明第二地区スポーツフェスティバル 運動公園陸上競技場 地区住民

6月18日 松戸・市川交流大会 運動公園陸上競技場 〃

11月13日・3月20日 運動公園グラウンド・ゴルフ大会 運動公園陸上競技場 〃

11月27日 明第二地区秋季グラウンド・ゴルフ大会 運動公園陸上競技場 〃

9月18日 ソフトバレーボール大会 柿ノ木台公園体育館 地区住民

10月23日 グラウンド・ゴルフ大会 柿ノ木台小 〃

11月20日 バドミントン大会 柿ノ木台公園体育館 〃

2月26日 バドミントン交流会 柿ノ木台公園体育館 〃

5月8日 グラウンド・ゴルフ大会 松戸南高校 地区住民

11月13日 グラウンド・ゴルフ大会 松戸南高校 〃

六実六高台 3月12日 グラウンド・ゴルフ大会 六高台スポーツ広場 地区住民

9月4日 小金原グラウンドゴルフ大会 旧根木内東小 地区住民

12月25日 小金原スポーツ大会 小金原体育館 〃

3月5日 カローリング大会 小金原体育館 〃

3月26日 バレーボール大会 小金原体育館 〃

小金 1月1日 初詣歩け歩け大会 地元８寺社 地区住民

新松戸 12月11日 グラウンド・ゴルフ大会 新松戸西小 地区住民

開催数 20

（４） 地区スポーツレクリエーション祭

地区名 開催日 内　　　容 会　　場 対　　象

本　庁 7月17日 グラウンド・ゴルフ 南部小 地区住民

明第一 7月15日 カローリング・ボッチャ・グラウンドゴルフ 稔台小 地区住民

明第二東 7月3日 グラウンド・ゴルフ・カローリング・ボッチャ大会 上本郷第二小 地区住民

明第二西 7月10日 グラウンド・ゴルフ大会 古ヶ崎小 地区住民

4月24日 ソフトバレーボール大会 柿ノ木台公園体育館 地区住民

6月12日 グラウンド・ゴルフ大会 柿ノ木台小 〃

東　部 11月20日 ボッチャ大会 東部スポーツパーク 地区住民

常盤平 11月27日 スポレク地域祭 常盤平第一小 一般市民

7月3日 グラウンド・ゴルフ大会 松飛台第二小 一般市民

11月13日 卓球大会 松飛台第二小 〃

六実六高台 7月10日 グラウンド・ゴルフ大会 六高台スポーツ広場 地区住民

7月3日 グラウンド・ゴルフ大会 旧根木内東小 地区住民

12月25日 軽スポーツ大会 小金原体育館 〃

小　金 11月6日 グラウンド・ゴルフ大会 小金北小 地区住民

馬　橋 11月27日 グラウンド・ゴルフ大会 八ヶ崎小 地区住民

7月3日 グラウンド・ゴルフ教室 新松戸中央公園 地区住民

7月3日 ファミリースポーツ教室 新松戸西小 〃

開催数 17

矢切

小金原

矢　切

明第二西

五香
松飛台

東　部

小金原

新松戸



（５）　市民運動会（協力事業１）

地区名 開催日 名　　　称 会　　場 主催者等

本　庁 11月6日 本庁地区市民運動会 南部小 本庁地区社会福祉協議会

明第一 10月29日 明第一地区市民運動会 運動公園陸上競技場 町会・自治会連合明第一地区

明第二東 11月3日 明第二東地区市民運動会 運動公園陸上競技場 社会福祉協議会

明第二西 11月2日 明第二西地区市民運動会 古ヶ崎小 社会福祉協議会

矢　切 10月9日 矢切地区市民運動会 柿ノ木台小 矢切連合町会
東　部 10月2日 東部地区市民運動会 第五中 東部地区連合町会

10月16日 常盤平地区運動会 金ヶ作小 金ヶ作町会

10月16日 常盤平団地地区運動会 金ヶ作公園 常盤平団地自治会

五香松飛台 10月9日 五香松飛台地区市民運動会 第四中 五香松飛台地区社会福祉協議会

六実六高台 10月未定 六実六高台地区市民運動会 六実中央公園 六実連合町会

小金原 10月9日 小金原地区大運動会 栗ヶ沢中 小金原地区連合町会

小　金 10月9日 小金地区市民運動会 小金北中 小金地区町会自治会連合会

馬　橋 10月未定 馬橋地区市民運動会 第三中 馬橋地区こども会

10月16日 馬橋西地区市民運動会 馬橋小 馬橋西地区会

10月未定 新松戸地区市民運動会 横須賀小 新松戸地区会

開催数 15

（６）　各種大会（協力事業２）

地区名 期日 名称 会場 主催者等
未定 稔台連合町会対抗運動会 稔台小 稔台連合町会
未定 みんなで遊ぼう 松ヶ丘小 明地区社会福祉協議会

未定 高齢者健康体操教室 明市民センター 明地区社会福祉協議会

未定 グランド・ゴルフクラブ活動支援 松ヶ丘小 松ヶ丘小

開催数 4

5月14日 明第二東地区社協グラウンド・ゴルフ大会 上本郷第二小 社会福祉協議会

開催数 1

5月1日・10月2日 明地区グラウンド・ゴルフ連盟大会 県立馬橋高校 明地区グラウンド・ゴルフ連盟

6月4日 明第二西地区社協グラウンド・ゴルフ大会 古ヶ崎小 社会福祉協議会

5月8日・9月4日 栄町6丁目町会グラウンド・ゴルフ大会 宝酒造グラウンド 栄町６丁目町会

開催数 5

5月1日 はつらつクラブグラウンド・ゴルフ大会 矢切小 老連矢切支部

5月8日 矢切地区連合町会グラウンド・ゴルフ大会 矢切小 矢切地区連合町会

9月25日 矢切地区ふれあい広場 総合福祉会館 矢切地区社会福祉協議会

10月2日 はつらつクラブグラウンド・ゴルフ大会 矢切小 老連矢切支部

11月6日 矢切地区連合町会グラウンド・ゴルフ大会 柿ノ木台小 矢切地区連合町会

12月4日 矢切地区各種団体親睦ＧＧ大会 柿ノ木台小 地区役員

3月（未定） 社会福祉協議会カローリング大会 市民活動サポートセンター 矢切地区社会福祉協議会

開催数 7

常盤平

明第二東

明第一

明第二西

矢　切

新松戸



地区名 期日 名称 会場 主催者等

4月10日 秋山町会グラウンド・ゴルフ大会 東部小 秋山町会

5月15日・11月(予定) 紙敷新田町会グラウンド・ゴルフ大会 紙敷こども広場 紙敷新田町会

6月5日 第15回ちびっこフェスティバル 東部スポーツパーク 東部地区社会福祉協議会

6月19日 和名ヶ谷3世代グラウンド・ゴルフ大会 和名ヶ谷小 和名ヶ谷町会

7月10日 大橋町会軽スポーツ大会 大橋小 大橋町会

8月21日 東部地区野球大会 東部スポーツパーク 東部野球連盟

9月4日 JA年金友の会グラウンド・ゴルフ大会 聖徳高校 ＪＡ年金友の会

9月11日 東部・明地区対抗グラウンド・ゴルフ大会 県立松戸南高校 東部・明地区グラウンド・ゴルフ連盟

9月18日 河原塚軽スポーツ大会 河原塚小 河原塚町会

9月25日 東松戸まつり 東部中央公園 東部地区連合町会

10月5日 黄色いハンカチ杯グラウンド・ゴルフ大会 千駄堀スポーツ広場 ライオンズクラブ

10月23日 東部地区社会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会 第五中 東部地区社会福祉協議会

11月6日 青少年球技大会 第五中・東部小 東部地区こども会

11月27日 東部地区ふれあい広場 第五中 東部地区社会福祉協議会

1月8日 和名ヶ谷町会グラウンド・ゴルフ大会 和名ヶ谷小 和名ヶ谷町会

2月19日 高塚新田グラウンド・ゴルフ大会 梨香台小 高塚新田町会

3月12日 東部地区グラウンド・ゴルフ大会 松戸南高校 東部グラウンド・ゴルフ連盟

開催数 18

4月17日 家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 常盤平体育館 家庭婦人バレーボール連盟

10月29日 グラウンド・ゴルフ大会 金ヶ作小 地域代表者常盤平地区会

開催数 2

10月未定 五香松飛台地区社会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会 五香グリーンベルト 五香松飛台地区社会福祉協議会

11月26日 地区社協ふれあい広場 第四中 五香松飛台地区社会福祉協議会

開催数 2

10月22日 六実六高台地区社会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会 六実スポーツ広場 六実六高台地区社会福祉協議会

未定 六実消防署防火協会グラウンド・ゴルフ大会 六実中央公園 六実消防署防火協会

未定 六実六高台地区社会福祉協議会ボランティア交流会 六実市民センター 六実六高台地区社会福祉協議会

開催数 3

6月4日 小金原地区社会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会 未定 小金原地区社会福祉協議会

11月27日 小金原地区社会福祉協議会福祉フェアー 小金原体育館他 小金原地区社会福祉協議会

開催数 2

6月5日 小金地区社会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会 小金北小 小金地区社会福祉協議会

11月5日 三世代交流会 小金南中 小金南中

開催数 2

5月21日 馬橋地区社協グラウンド・ゴルフ大会 千駄堀スポーツ広場 馬橋地区社会福祉協議会

6月未定 中和倉連合町会グラウンド・ゴルフ大会 県立松戸高校 中和倉連合町会

6月未定 竜房台自治会グラウンド・ゴルフ大会 八ヶ崎小 竜房台自治会

9月未定 中和倉第二町会グラウンド・ゴルフ大会 中和倉公園 中和倉第二町会

11月5日 三世代交流会 小金南中 馬橋こども会

3月未定 馬橋消防分団グラウンド・ゴルフ大会 宝酒造グラウンド 馬橋消防分団

開催数 18

4月23日 新松戸地区社会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会 新松戸中央公園 新松戸地区社会福祉協議会

4月26日 はつらつクラブグラウンド・ゴルフ大会 新松戸中央公園 はつらつクラブ

未定 楽しいカローリング会 馬橋市民センター 馬橋西地区社会福祉協議会

未定 青少年相談員スポーツ大会 馬橋北小 青少年相談員

9月10日 馬橋西地区社会福祉協議会グラウンド・ゴルフ大会 新松戸中央公園 馬橋西地区社会福祉協議会

未定 ふれあい広場スポーツ教室 新松戸市民センター 新松戸地区社会福祉協議会

未定 JAグラウンド・ゴルフ大会 新松戸中央公園 ＪＡとうかつ中央　六和支店

未定 消防グラウンド・ゴルフ大会 未定 松戸市防火協会

開催数 6
開催数合計 70

小金原

新松戸

馬　橋

小金

東　部

六実
六高台

常盤平

五香
松飛台
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