
2020年５月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
本資料のみ配付 3) 役員・理事会の開催について　…当面の間、資料等を送付し書面会議とする。

１. 会長挨拶  踊場地域ケアプラザ 4) 各種イベント等について　…今年中(文化祭まで)の中止を提案。⇒書面にて理事の賛否を確認。

新型コロナウイルスの影響により、各種行事等は中止となっております。 ◎賀詞交歓会、新春健康マラソン大会については、今後の状況を把握して検討する。

体調に気を付け終息に向けた行動をお願い致します。 5) 各部報告について

2. 報告事項　--- 渡部会長ほか ◎青指改選状況…國分会長　　新任 7名、再任 20名、欠員 2名／定数29名。(4月1日現在)

(1) ４月および５月の各種行事等は、ほとんどが中止となりました。 --- 渡部 会長 (3) ５月20日（水）中止　泉区スポーツ推進委員地区会長会議事等について --- 渡部 会長

(2) ５月17日（日）　中田連合自治会 役員会等について --- 渡部会長 1) 報告事項　…石川会長、事務局

1) 中田連合自治会総会書面議決結果について　…賛成77名、未提出8名／評議員85名。　⇒全て承認。 ①. 横浜市スポーツ推進委員連絡協議会５月定例会…中止

2) 中田連合自治会本部役員(2020～2021年度)について　…担当副会長・総務は未定。 ②. 横浜市スポーツ推進委員担当の人事異動について【市民局スポーツ振興課】

◎顧問…望月 榮(中西)　　　◎相談役…小嶋 文雄(中村) 担当係長　西村 明展(にしむら あきのぶ)氏　　⇐　山田 将博氏

◎会長…上原 敏博(池谷)　◎副会長…岩城 孝子(山神前)、内堀 毅(富士見丘)、桜井 誠(春日)、井上 昌司(下村) 担当職員　市川 真由美(いちかわ まゆみ)氏　 ⇐　村山 京香氏

◎監査…佐々木 弘美(富士見丘)、小島 光男(広町)、川村 紀昌(根下)、田中 実(朝日台) ③. 「2020世界トライアスロンシリーズ横浜大会：５月16日（土）17日（日）」について…中止

◎会計…川口 勝弘(夏刈場)、松本 正(中下)　　◎総務…稲垣 喬子(中下)、小山 孝夫(向根下)、高橋 弘之(池谷) ④. 「泉区さわやかスポーツ講習会：６月14日（日）」について…中止

◎福祉厚生部長…中谷 英二(ひがしが丘)　◎体育部長…山木 重樹(中下)　◎文化部長…佐々木 克裕(葛野) ⑤. 「関東スポーツ推進委員研究大会：６月12日（金）13日（土）」について…中止

◎防火防犯部長…竹内 淳(南親交会)　◎交通道路部長…黒岩 孝雄(葛野東)　◎保険衛生部長…山本 苗美(春日) ⑥. 「横浜マラソン2020：令和２年11月１日（日）」について…中止

◎女性部長…三浦 利津子(南親交会)　◎防災部長…𠮷川 隆(双葉)　◎スポ推会長…渡部 光徳(下村):2020年度のみ。 ⑦. 横浜市スポーツ推進委員大会の会場の決定について

◎青指会長…國分 満義(葛野)　◎民児協会長…石井 マサ子(富士見丘)　◎社協会長…藤本 進(春日) ◎日時：令和３年１月17日（日）　　◎場所：南公会堂

⑧. 石川会長が神奈川県スポーツ推進委員連合会理事（横浜市選出）を退任…石川会長

[５・６月の実績・予定表] 2) 議題　…石川会長、事務局ほか

時刻 ①. 「全国スポーツ推進委員連合会の加入」について…石川会長

 (火)  19:00 ～  ⇐中止。 ◎区スポ推３役（会長、副会長、会計）および在任25年以上の委員（３名）、年会費：500円／人

 (木)  19:30 ～  ⇐中止。 ②. 各地区交付金の支給について…鈴木会長、井上会長

 (日)  6:00 ～  ⇐中止。 ◎６月定例会（６月10日（水））で支給予定　→会議中止の場合、振り込みで対応する予定です。

(日) 14:00 ～ ③. イベント中止に伴う予算未執行の取り扱いについて…石川会長

 (火)  19:30 ～  ⇐中止。 ◎他のイベントの追加費用に充当、または備品購入費用にする。

 (水)  9:00 ～  ⇐中止。 ⇒ 用具備品購入で要望があれば提案してください。

 (水)  19:30 ～  ⇐中止。 ④. 水泳教室について…渡部会長、井上会長

 (土)  9:00 ～  ⇐中止。 ◎開催の有無を検討する必要がある。　→仮に中止の場合、他の行事を計画することも検討か

 (土)  19:00 ～  ⇐中止。 ⑤. 令和元年度収支決算報告・令和２年度収支予算計画について…鈴木会長、事務局

 (日)  9:30 ～  ⇐中止。 ◎令和元年度の収支決算額と横浜市への戻入額(\171,697)は確定いたしました。

 (水)  19:30 ～  ⇐中止。 ⇒ 補助金の余剰のため、精算処理を行い、横浜市へ戻入となります。

 (木)  9:00 ～  ⇐中止。 3) その他　…石川会長、事務局ほか

 (木)  19:30 ～  ⇐施設使用不可 ①. 関連イベントについて…石川会長、事務局

 (月)  15:00 ～  ⇐書面議決 ◎横浜シーサイドトライアスロン大会（９月下旬）　→開催を検討中。６月以降に方針が提示予定。

 (金)  19:00 ～  ⇐書面議決 ◎横浜市身体障害者運動会（10月18日（日））　→開催予定。最終判断は９月予定。

(水) 19:30 ～ ◎泉区民ふれあいまつり（11月３日（火））　→６月に開催有無を含めた方針を掲示予定。

(土) 19:00 ～ ②. 「ボランティア活動保険　加入証」について…鈴木会長

 (日)  9:30 ～  ⇐中止。 ◎６月定例会（６月10日（水））で加入証を各地区単位にて配布予定。

(火) 19:00 ～ 　→会議中止の場合、郵送で対応する予定です。

14:00 ～ 3. 検討・確認事項　--- 渡部会長ほか

19:30 ～ (1) 「第46回 子ども水泳教室」開催予定について---渡部会長

(土) 9:00 ～ ※休校明けに学校へ相談し、準備等が間に合うようならば開催する。

(土) 9:00 ～ 4. 各種委員会報告

(水) 19:30 ～  ⇐未定。 ◎葛野CH（佐藤氏） ◎中田CH（池田氏） ◎立場地区センター（内藤氏）

(木) 9:00 ～ 5. その他

(日) 9:30 ～  ⇐未定。

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

6月25日 子育てサロン 葛野CH 土田氏

6月28日 中田連合　理事会 中田町会館 会長

6月24日 中田連合　役員会 中田町会館 会長

6月20日

6月20日 二十日会支援 踊場地域ケアプラザ 青木氏

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 対象者

6月16日 深谷通信所跡地利用を考える委員会 中田CH 会長

●中田地区　定例会 踊場地域ケアプラザ 全員　準備Ｃ
6月17日 (水)

●葛野キッズクラブ支援 葛野小学校 対象者

 5月24日

 区全員研修 研修部会  泉区役所　１Ａ会議室  内藤、渡部 5月27日

 6月14日  ●さわやかスポーツ講習会  西が岡小学校  対象者

●中田地区　役員会 中田町会館 役員+主任+委員長

6月10日 泉区スポーツ推進委員会長定例会 泉区役所 ４A 会長

6月13日

 5月23日  中田連合経営委員会　総会  中田町会館  会長

 6月1日  汲沢中学校　学・家・地連総会  汲沢中学校　視聴覚室  会長

 6月5日  中田中学校　学・家・地連総会  中田中学校  会長

 5月23日  ●中田地区　役員会  中田町会館  役員+主任+委員長

 5月28日  子育てサロン  葛野CH  土田氏

 中田連合　理事会  中田町会館  会長

 青木氏

 5月20日  泉区スポ推 会長定例会・歓送迎会  泉区役所　１Ａ会議室  会長

 5月17日  ●トライアスロン横浜大会  「トマト薬局」　前集合  木村、熊谷、林

 5月19日  地域の子ども交流支援事業会議  立場地区センター  対象者

 2020年5月28日

月　日 行事名 場所 担当

 5月28日  ●中田地区　定例会  踊場地域ケアプラザ  全員　準備Ｂ

 5月12日  中田連合経営委員会　役員会  中田CH  会長

 5月14日  さわやかスポーツ普及委員会  泉区役所　１A  対象者

5月17日 中田連合　役員会 中田町会館 会長

 5月20日  二十日会支援  踊場地域ケアプラザ


