
司会　熊谷主任 (6) ９月９日（水）　泉区スポーツ推進委員地区会長会について --- 渡部会長

朱書きは、決定・訂正事項 ※上飯田団地地区会長 美濃又氏が、９月６日未明に亡くなられました。ご冥福をお祈りいたします。

1  会長挨拶　--- 渡部会長 中田町会館 1). ９月２日（水）　「市スポーツ推進委員連絡協議会９月定例会」について …石川会長 

2  報告事項　--- 渡部会長ほか ◎今年度の全国・県・市内イベントは全て中止となりました。

(1) ８月18日(火)　「旧深谷通信所跡地利用を考える委員会」に出席。…会長 ◎第33期横浜市スポーツ推進委員の推薦要項について　⇒年齢要件等は今期と同じとする。

※建設予定の陸上競技場は、スタンド付を提案する。 ◎横浜市スポ推協議会旅費規程について⇒市定例会及び市専門部会の交通費を支給する。

※各種提案は、泉区全体の意見となる様に関係者へ働きかける。 2). 今年度の区内イベントは全て中止となりました。 …石川会長、事務局

(②) ８月21日（金）　中田小学校でのボッチャ支援打合せ。(石川会長、田岡氏、渡部)…会長 3). 「泉区ふれあいスポーツ」について　⇒感染予防対策が難しいことから中止する。

※小学3年生(約120名)が対象。　支援は2グループ各90分とする。　…3-(4)参照。 ④). 区内小学校での特別授業（ボッチャ指導）の協力について　…3-(4)参照。

(3) ８月21日（金）　今年度「泉区スポ推活動・予算案」打合せ。(山口係長、田岡氏、石川会長、渡部)…会長 5). 全国・県・市スポーツ推進委員大会の表彰者確認について …事務局
※新型コロナウイルス感染予防の為、各種行事等が中止となっており、スポ推の活動も少なくなっている。 ◎市大会　泉区15名(10年:12名、20年:３名)　中田…10年:平澤氏、長谷川氏、20年:大場氏、長谷氏

※どの様にして活動するか、予算達成方法は？…テント、スポーツ用具、ルールブック等の購入。　 ◎県大会　泉区12名　中田…平澤氏、長谷川氏　　◎全国大会　30年:横浜市16名　泉区:渡部氏

(4) ９月２日(水)　「中田連合　体育部会」に出席(内藤副会長、渡部会長)。…内藤副会長 6). 区スポ推の用具、備品の購入検討について …石川会長

※新春健康マラソン大会に関する見直し案等の意見募集ほか ◎非接触型の体温計を各地区用として購入。　⇒本日配布します。⇒備品として保管します。

※ドッジボール大会、ペタンク大会、大運動会の変遷についてほか ◎簡易組立て型（ワンタッチ）のテント。　…年内を目途に検討し、購入する予定。

(5) ９月５日（土）　「中田連合自治会」より助成金12万円を受領。⇒本会計へ納入。…会長。 ◎マーク入りマスク(Max. 千円程度)を区スポ推全員に配布。⇒各地区の意見を募集し再検討。

7). 「泉区スポーツ推進委員大会(仮称)」について …石川会長

[８月定例会～10月の実績・予定表] 開催日：2021年２月21日(日) 10:00～12:00　　場所：泉公会堂　　対象者：泉区SP推全員

時刻 内容：①全国・県・市 表彰式(区長より)　　②講演会　「コロナ関連テーマ」予定

(火) 19:00 ～ (⑦) ９月12日（土）　「（一泊）実技研修委員会」開催　…青木委員長　…3-(3)参照。

14:00 ～ (8) ９月12日（土）　「スポーツ推進委員だより」編集委員会開催　…菊池委員長

15:30 ～ ※ 今年度、2回の発行を予定。　年内に1回発行する。

19:30 ～ 「子ども交流支援事業」、一泊研修会ほか。　SP推PR…第33期SP推薦依頼対応。

 (日)  9:30 ～ ⇐中止。 3  検討・確認事項　--- 渡部会長ほか

(水) 19:30 ～ (1) 「地域の子ども交流支援事業」について(青少年指導員と一緒に実施)　…原木総務

(水) 19:30 ～ 実施日： 2020年９月19日(土) 立場地区センター　午前９時集合　9時30分～12時00分 雨天決行

 (木)  19:30 ～ ⇐中止。 内　容： ラダーゲッター、室内ペタンク、将棋ほか　…中田SP推でラダーゲッター準備。

(土) 19:00 ～ ⇐本日。 　　スポ推(６名程度)は補助で、密にならない卓球、室内ペタンク、ラダーゲッター(中田準備)を行う。

 (日)  9:30 ～ ⇐延期。 来月実施日： 2020年10月17日(土) 　実施内容等は今月と同様。　⇒別紙にて支援者確認

(火) 19:00 ～ (2) ９月27日(日) 「御霊神社例大祭」について…渡部会長

(土) 9:00 ～ ◎神輿渡御、山車曳き、芸能人による演芸、露天商による夜店などは中止。

 (日)  9:00 ～ ⇐中止。 ◎例大祭式(直会は中止)、御霊神社雅楽会・中田囃子保存会による奉納演奏を実施。

 (月)  9:30 ～ ⇐中止。 ※ 神饌料(3千円)は、例年通り慶弔会計より支出する。

(水) 19:30 ～ (3) 「中田地区スポ推 一泊実技研修」の開催について　…青木委員長

 (木)  9:15 ～ ⇐要請無し。 ※11月14日(土)～15日(日)　上郷の森　　※予約上、一泊研修とし再募集します。

(土) 9:30 ～ ※参加予定・希望を確認(8月定例会)。　一泊研修…13名。日帰り…９名。不参加…２名。

(日) 10:00 ※再募集(9月定例会)。　一泊研修…14名。不参加…13名。 欠席者３名は別途確認。

(月) 19:00 ～ (4) 「中田小学校 ボッチャ支援」について　…渡部会長　⇒別紙参照。

 (土)  7:00 ～ ⇐中止。 実施日： 2020年12月14日(月) 中田小学校体育館　午前８:30集合　９:00-12:30 雨天決行

(水) 19:30 ～ 要請人員：中田５名、中央３名、他地区５名、区役所１名 + 石川会長、渡部副会長　計16名。

 (土)  8:00 ～ ⇐中止。 ※支援終了後、中田町会館で昼食・反省会。　　　※前日コート作成(中田地区担当)

9:00 ～ ※「ボッチャルール研修会」第1回目　10月17日(土)　18:00-　　役員・定例会の前

18:00 ～ (5) 中田地区スポ推の今後の活動と予算達成について　…渡部会長

19:00 ～ ※用具・備品の購入について　(非接触型体温計２台購入済…本日使用)

 (日)  12:00 ～ ⇐要請無し。 ※各種講習会参加費支援について　　・障害者スポーツサポーター養成講座（別紙参照）

(火) 19:00 ～ ⇒フェイスシールドを購入する。(佐藤暢氏対応)　交通費+昼食代(千円)を限度として支給する。

(水) 19:30 ～ 4  各種委員会報告

(日) 9:30 ～ ◎中田CH（池田氏） 無し　　◎葛野CH（佐藤氏） 無し　　◎立場地区センター（内藤氏） 無し

※ 各行事への参加者の服装は原則としてSP推ユニフォーム、帽子。　ホイッスル等も忘れないように !! 5  その他

9月26日 中田連合　理事会 中田町会館 会長

9月27日 ●御霊神社例大祭 御霊神社 会長

10月20日 深谷通信所跡地利用を考える委員会 中田町会館 会長

10月21日 中田連合　役員会 中田町会館 会長

 10月18日  ●泉区民スポーツフェスティバル2020  泉スポーツセンター  対象者

●中田地区　役員・定例会
中田町会館

全員

 9月21日  ●敬老会準備・片付け  中田小学校体育館  対象者(5名)

 10月10日  2020 大運動会  中田小学校  全員

中田小70周年記念　実行委員会 中田小学校　図書室 会長9月28日

会長

9月2日 中田連合　体育部会 中田町会館 内藤副会長、会長

 9月20日  二十日会　支援  踊場地域ケアプラザ？  青木 氏

9月15日 中田地区経営者委員会　役員会 中田町会館 会長

9月19日 ●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 対象者

令和２(2020)年度　９月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
2020年9月12日

月　日 行事名 場所 担当

石川会長、渡部副会長泉区役所　地域振興課泉区スポ推予算・事業案検討

8月18日 深谷通信所跡地利用を考える委員会 中田町会館 会長

中田小学校支援打合せ 中田小学校 石川会長、渡部副会長

中田連合　役員会 中田町会館 会長

8月21日 (金)

 9月13日  ●さわやかスポーツ講習会  対象者

 8月23日  中田連合　理事会  中田町会館  会長

9月12日 ●中田地区　役員・定例会 中田町会館 全員

 9月10日  さわやかスポーツ普及委員会  泉区役所　４Ｄ  対象者

9月9日 泉区スポーツ推進委員会長定例会 泉区役所　４D

 9月24日  子育てサロン  葛野ＣＨ

9月23日 中田連合　役員会 中田町会館 会長

10月14日 泉区スポーツ推進委員会長定例会 泉区役所　４D 会長

10月25日 中田連合　理事会 中田町会館 会長

 10月17日  葛野キッズ　ドッチボール大会  葛野小学校  全員

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 対象者

10月17日 (土) ●ボッチャルール実技研修 ① 対象者


