令和２(2020)年度12月 中田地区スポーツ推進委員定例会議事
朱書きは、決定・訂正事項

司会 中澤主任

2020年12月12日

1 会長挨拶 --- 渡部会長
中田連合自治会 SP推担当 川村監査出席。 ⇒御挨拶。

中田町会館

2 報告事項 --- 渡部会長ほか
(1) 11月17日(火) 「中田地区経営委員会 役員会」に出席。 …会長
◎危機管理部の基本的な役割 自助、共助、公助を基本とする…𠮷川部長
(2) 11月19日(木) 「さわやかスポーツ普及委員会」に出席。…渡部
◎今年度の事業は、殆どが中止となっています。…地区活動費は不支給。
◎令和２年14日（日） 「さわやかスポーツ普及講習会」実施予定。…新型コロナウイルス感染状況により決定。
◎令和２年度「さわやかスポーツ普及委員会活動計画」について
新しい生活様式に沿った事業を計画する。大会⇒体験。…マスク着用、三密回避(密集・密接・密閉)
(3) 11月20日(金) 「中田連合自治会 役員会」に出席。…渡部
◎各種委嘱委員の推薦について 各自治会・町内会へ依頼しました。
①明るい選挙推進協議会推進員 ②保健活動推進員 ③環境事業推進委員 ④スポーツ推進委員
◎11月理事会は、中止とする。…既に、理事への連絡は済。(事後報告)
◎「中田連合自治会 会員システム」について
ICTを活用して会議や情報伝達を行う。…10月会長会で提案・承認された。(役員会での提案無し)
(4) 11月21日（土） 「地域の子ども交流支援事業」に参加。 …百武氏、長谷川氏、中村氏
◎小学生47名、未就学児7名、保護者13名、スタッフ28名 合計97名。青指との合同開催。
※新型コロナウイルス感染症対策として用具等の消毒に時間を要した。支援者人数を会議にて検討。
(5) 11月25日(水) 「中田小学校70周年記念実行委員会」に出席。 …渡部
◎式典参加者180名を予定。 次回令和３年２月９日(火)19:00(6) 11月28日(土) 「ボッチャルール研修」実施。 中田SP推13名 + 他5名 …原木委員
◎正規ボッチャコート作り及びルールを研修。 ◎中村会館にて反省会(11名参加)
[12月定例会～12月の実績・予定表]
月 日
行事名
場所
担当
時刻
12月12日
中田町会館
(土) ●中田地区 役員・定例会
19:00 ～ 全員
⇐本日。
12月13日
中田小学校体育館
(日) ボッチャコート作り
13:00～ 対象者
12月14日
中田小学校体育館
(月) ボッチャ支援
8:15～ 対象者
12月15日
会長
(火) 深谷通信所跡地利用を考える委員会 中田町会館
19:00 ～
12月19日
立場地区センター
(土) ●地域の子ども交流支援事業
9:00 ～ ３名
12月22日
(火) 地域の子ども交流支援事業会議 立場地区センター
19:30 ～ 内藤、百武、原木
12月23日
中田町会館
会長
(水) 中田連合 役員会
19:30 ～
12月27日
中田町会館
会長
(日) 中田連合 理事会
9:30 ～
●中田地区 スポ推ウォーク研修 中田自治会・町内会館巡り 13:00 ～ 中田町第一公園
12月29日
(火)
●中田地区 スポ推忘年会
中田町会館
15:00 ～ 全員
1月13日
会長 ⇐書面。
(水) 泉区スポーツ推進委員会長定例会 泉区役所 ４D
19:30 ～
1月14日
泉区役所 １Ａ
(木) さわやかスポーツ普及委員会
19:30 ～ 菊池、森山、会長
●地域の子ども交流支援事業
立場地区センター
9:00 ～ ３名
1月16日
(土)
●中田地区 役員・定例会
中田町会館
19:00 ～ 全員
1月17日
関内駅 「天吉」
(日) ●中田スポ推祝賀・新年会
17:00 ～ 全員
1月19日
会長
(火) 中田地区経営者委員会 役員会 中田町会館
19:00 ～
1月22日
中田町会館
会長
(金) 中田連合 役員会
19:30 ～
1月24日
中田町会館
会長
(日) 中田連合 理事会
9:30 ～
※ 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 !!

(7) 11月28日(土)～29日(日) 障害者スポーツサポーター養成講習会に参加。…長谷相談役
◎障碍者がスポーツを通して自信を持つようになる。座学・ボッチャ・車椅子バスケットボールを体験。

(8) 11月29日（日） 「新型コロナウイルス感染症のおはなし」講演会に出席。…渡部
◎講師 斉藤 昌代氏 ： 泉区福祉保健センター 福祉保健課長
PCR検査は陰性を確認するためのものではない。 平熱より１℃以上は発熱。
新しいチャレンジ…接触しないで繋がる。
(9) 11月29日（日） ウォーク研修下見実施。内藤副会長、佐藤暢氏、林氏。…佐藤監査
(10) 12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
◎大運動会について ※色んな意見が出たが、来年に繋がるか？
◎次回１月17日(日)体育部会ついて…中止。：本年度の体育部会は終了？
(11) 12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
1) 「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会12月定例会」休会…石川会長
②) 区内小学校での特別授業（ボッチャ指導）の協力について…石川会長⇒詳細は３-(1)参照。
3) 泉区スポーツ推進委員 永年勤続者表彰式について…石川会長、事務局
4) 30年永年勤続者へ区スポ推連絡協議会として感謝状および記念品を贈呈…石川会長
5) 令和３年泉区新年祝賀会【中止】について …石川会長
6) リモート会長定例会の導入検討について …石川会長
7) 会長研修会【代替案】について：乗馬体験 …石川会長
8) 第33期スポーツ推進委員の委嘱式・役員選出日程について …事務局
9) 令和３年１月定例会は市・区共に、書面開催とする。
(⑫) 12月12日(土) 「実技・一泊研修実行委員会」開催 …内藤副会長 ⇒詳細は ３-(3)参照。
◎「中田スポーツ推進委員ウォーク研修・忘年会」 について
3 検討・確認事項 --- 渡部会長ほか
(1) 区内小学校での特別授業（ボッチャ指導）の協力について …渡部会長
実施日： 2020年12月14日(月) 中田小学校体育館 午前８:15集合 ８:15-12:30 雨天決行
支援者：土田、長谷川、長谷、内藤、中村、高橋、渡部 計７名。 中田SPのみ反省会実施。
前日コート作成 2020年12月13日(日) 中田小学校体育館 午後13:00集合
支援者：熊谷、長谷川、長谷、林、佐藤暢、内藤、渡部 計７名。
(2) 「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) …百武委員
実施日： 2021年１月16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
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。
(3) 「中田スポーツ推進委員ウォーク研修・忘年会」 について -- 内藤副会長
日 時：2020年12月29日(火) 集合： 13時 場所： 中田町第一公園
◎ウォーク研修：自治会・町内会会館巡り ◎忘年会：中田町会館。会費2,000円。
◎各自治会・町内会会館前で記念写真撮影。 12月28日(金)17:30～事前準備。
(4) 「中田地区スポ推祝賀・新年会」について …佐藤副会長
日 時： 2021年１月17日(日) 17時より 場所：「天吉」関内駅前
会 費： 5,000円 参加予定者： 19名(11月定例会現在)
(5) ニュースポーツ(シッティングバレーボール)紹介 …内藤副会長
4 各種委員会報告
◎中田CH（池田氏）
◎葛野CH（佐藤氏）
◎立場地区センター（内藤氏）
欠席

無し

無し

5 その他
(1) 配付物
a).「スポーツ推進だより」第28号 b).シッティングバレーボール資料 c).「スポ推かながわ」第８号
↑ 配付無し、プロジェクターで紹介。

