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行事 役員会 理事会 専門部会 内容 場所

R3 4 10 （土）
監査会・第1回役員会　PM　3：00
慰労会　　　　　　 　PM　5：00

第1回役員会 監査・総会 支援センター

4 17 （土） 令和3年度総会（書面決議）
事業会計報告・計画
役員改選・理事会

-

5 15 （土） 臨時役員会
■事業再開の是非について
■再開会場・事業について

支援センター

5 6 （木） 宮城県卓球協会総会(書面決議） -

5 22 （土） 専門部会
■専門部の役割
■協会運営ルール
■意見交換

支援センター

5 23 （日） 第49回名取市民卓球選手権大会 　 コロナ感染症拡大により中止 市民体育館

6 19 （土） NPO法人会名取市体育協会総会 名取市文化会館

6 26 （土） 全体会議

■令和 3 年度事業の再策定
■継続協議事項について
■50周年記念事業実⾏委員会発⾜

■役員による令和 3 年度事⾏事確定
作業

支援センター

7 10 （土） 7月定例会（夜間） 定例会
コロナ感染症拡大により中止
夜間　貸切

市民体育館

7 11 （日） 第29回名取オープン卓球大会 コロナ感染症拡大により中止 市民体育館

7 17 （土）
事務局会議
第1回50周年事業実行委員会

〇

■再事業運営のスケジュール
■大会受付名簿雛形について
■理事研修会について
■オープン化事業
■案内窓口メール登録について
■使用球ボール在庫について
■各事業のお手伝い要請

支援センター

7 30 （金） 50周年事業実行委員会(編集会議） ■協会理事の取材について 支援センター

8 5 （木） 第2回役員会 第2回役員会

■下期スケジュール
　・受託事業について
　・審判・指導・普及・事務局
■周年事業実行委員会報告
■スタッフ手当継続審議事項

支援センター

9 4 （土）
第2回周年事業実行委員会 PM 14:00
第1回理事会　　　 　　　PM 15:30

第1回理事会 下期スケジュール 支援センター

9 4 （土） 公認審判講習会(宮城野体育館) 県卓協主催 宮城野体育館

9 5 （日） ※（萩オープン卓球大会） 希望確認中 コロナ感染症拡大により中止 市民体育館

9 22 （水） 大会運営会議
名取市民総合スポーツ祭
卓球競技

支援センター

9 11 （土） 9月定例会（夜間） 定例会
コロナ感染症拡大により中止
夜間　貸切

市民体育館

10 2 （土）
令和3年度名取市民総合スポーツ祭
卓球競技(小中学生の部）

閖上小中校
体育館

10 3 （日）
令和3年度名取市民総合スポーツ祭
卓球競技(一般の部）

閖上小中校
体育館

10 2 （土）
※（宮城県市町村職員卓球大会仙南予選）
　審判員要請　名取市別途申請

コロナ感染症拡大により中止 市民体育館

10 24 （日） 第7回名取市卓球親善大会
閖上小中校
体育館

11 6 （土）
※（宮城県市町村職員卓球大会）
　　審判員要請　※希望　11月第2土曜日

コロナ感染症拡大により中止 市民体育館

11 13 （土） 市内中学校定期交流戦（団体戦） 市内小中学校(団体戦）
閖上小中校
体育館

11 14 （日） 市内中学校定期交流戦（個人戦） 市内小中学校(個人戦）
閖上小中校
体育館

11 23 （火） 理事研修会 　 　 (支援センター)

12 4 （土）
第3回50周年事業実行委員会 PM　1:00
第3回役員会     　　　　　PM　3:00
（慰労会）    　　　　　　PM　5:00

第3回役員会
次期スケジュール提示
総会（計画・協会登録・選手権）

支援センター

12 11 （土）
※（宮城県ラージボール大会）
　　審判要請　　※希望　12月第2土曜日

　

会場変更
　　（多賀城体育館）
共催（進行・審判派遣）
 宮城県卓球協会
 名取市卓球協会

市民体育館

12 12 （日） 第15回卓球講習会
（講師）
　仙台大学・高専卓球部

閖上小中校
体育館

R4 1 16 （日） 1月定例会 定例会
閖上小中校
体育館

1 23 （日）
令和3年度
お楽しみ卓球大会・新年会

新年会 増田西公民館

2 5 （土）
第4回50周年事業実行委員会 PM 1:00
第4回役員会               PM 3:00

第4回役員会
次期スケジュール
総会・協会登録・選手権

支援センター

2 26 （土） 第18回ルールブック勉強会 市民体育館

2 26 （土） 第19回技術講習会
（講師）
　東北福祉大学・高専卓球部

市民体育館

3 5 （土）
第2回理事会　　　　PM　3：00
下期慰労会　　     PM　5：00

第2回理事会
会長杯・次期スケジュール
総会・協会登録・選手権

支援センター

　 3 12 （土） 3月定例会（午前・午後） 定例会 午前午後　貸切 市民体育館

　 3 12 （土） 大会運営会議　     PM　5：00 会長杯 市民体育館

3 26 （土）
第5回名取市卓球協会会長杯（中学生）
（オープン大会）

中学生の部 市民体育館

3 27 （日）
第5回名取市卓球協会会長杯（一般）
（オープン大会）

一般の部 市民体育館

令和3年度名取市卓球協会予定表

年月日


