
司会　木村主任 (4) 12月８日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長12定例会」について。…渡部会長

朱書きは、決定・訂正事項。 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

１. 挨拶　　内堀連合副会長、山木体育部長 中田町会館 2). 今後の行事開催状況について…事務局。

内堀連合副会長　大運動会、マラソン大会は中止。⇒代価イベントの検討・推進をお願い致します。 ・五大都市スポーツ推進委員研究集会（12/11）…中止　　 ・泉区年賀式（1/5）…開催

山木体育部長　代価イベントを３月に実施予定ですので御協力をお願い致します。 ・横浜市スポーツ推進委員大会（1/16）…中止 　　・泉区駅伝大会（2/6）…中止

２. 報告事項　--- 各担当者 ・神奈川県スポーツ推進委員大会（2/6）…中止　　 ・さわやかスポーツ大会（2/20）…開催

(1) 11月24日（水）、28日（日）「中田連合自治会 役員・理事会」について…渡部 会長 ・泉区スポーツ推進委員大会（2/27）…開催　　 ・泉区スポーツ推進委員地区会長研修会（3/5）…開催

◎「代価イベント」11/24役員会にスポ推の提案書提出。⇒理事会での承認確認。◎11/28理事会で提案。⇒体育部と検討。 ③). 「泉区スポーツ推進委員大会」について…事務局、石川会長　　　詳細は、３-(６)で検討。

◎中田・東中田小学校マーチング全国大会に出場予定。…激励金贈与。 4). 「年度末地区会長研修会」について…森藤会長　◎詳細は１月定例会で報告。

◎中田連合自治会　年賀式は中止。…会場の確保が出来なかった。 5). 令和４年度事業計画について…石川会長

(2) 12月１日(水)　「中田連合　体育部会」に内藤相談役、山本副会長、渡部出席。…山本副会長  ・予算編成　・行事の再考　・学校の授業支援　・県市の動向

◎出席者　山木部長＋部員９名、内堀担当副会長　　詳細は、３-(５)で検討。 6). 小学校の授業（総合学習）支援について…石川会長

◎令和４年１月～３月に実施する行事について　　　◎次回　令和４年１月23日(日)　18時～　中田町会館 ・来年度、小学校の授業支援活動の準備を進めています。　　・学校からの依頼が原則

・実施費用は、中止とした体育部担当連合行事から振替できる。…山木部長 ・基本方針：泉区内小学校、平日午前中、総合的な学習の時間の支援

・部員の出席者が少ないので決められないのでは？　…部員 年１～２校（秋以降）、手当（食事代相当）支給で計画予定

(3) 12月５日（日）中田連合自治会「美しい地球を守るイベント」PJ・N会議について。…渡部 会長 7). 岡津地域ケアプラザの講演会について…事務局

◎優秀ポスター７枚について　A3サイズ…350枚、A4サイズ…700枚作成。　⇒各自治・町内会へ配布予定。 ・パラアスリート講演会（東京2020パラリンピック競泳50ｍバタフライ７位入賞　日向楓選手）

◎公共施設、駅等にも掲示を依頼する。 ・日時：１月29日（土）10:00～11:30　・会場：西が岡小学校体育館　・申込：12月９日（木）９時～先着順（200名）

◎来期の目標等を明確にし、中田連合自治会として総会へ提案する。 (5) 12月11日(土) 「泉区さわやか普及委員　役員会」について(山木 氏、渡部)…渡部会長

◎日時：令和４年２月20日（日）「グラウンドゴルフ大会」実施予定。　場所：和泉遊水地３・４池

[12・01月の実績・予定表] ３. 検討・確認事項

時刻 (1) 「中田地区モルック研修会」について 　--- 尾山 委員長　　⇐別紙にて確認。

(水) 19:30 ～ ◎12月12日(日)、１月16日（日） 13:00- モルック研修会を計画。　場所：中下青少年広場。

(日) 9:30 ～ (2) 「地域の子ども交流支援事業」について （主担当は中田地区）　 --- 内藤 相談役

(水) 19:30 ～ 実施日： 12月18日(土)　立場地区センター　９:30～12:00(集合９:00)　雨天決行　　⇐別紙にて確認。

(日) 19:30 ～ 内　容：　ペタンク、ラダーゲッター、卓球ほか　　※クッキー作りは中止。SP推のみで開催。

(水) 11:00 ～ 実施日： １月15日(土)　立場地区センター　９:30～12:00(集合９:00)　雨天決行　　⇐別紙にて確認。

(土) 10:00 ～ (3) 「中田地区ウォーキング研修会」について 　--- 尾山 委員長　　⇐別紙にて確認。

(土) 19:00 ～ ⇐本日 ◎実施日： 12月29日(水)　13:00踊場地域ケアプラザ集合

(日) 13:00 ～ 踊場ケアプラザ⇒東原自治会⇒ひがしが丘町内会⇒向根下自治会 ⇒富士見丘自治会

(土)  9:00 ～ ⇒宮の台町内会⇒広町自治会⇒中村町内会⇒根下自治会

(月) 10:00 ～ ◎定例会後Cグループ打合せ結果　当日準備 カメラ：菊池さん、三脚：原木さん　当日の詳細マップは山本さんが作成済。

19:00 ～ (4) 「中田地区忘年会」について 　--- 尾山委員長　　⇐別紙にて確認。

 19:00 ～ ⇐中止 ◎実施可否／日時 案①　実施する：2021年12月29(水）16:30～・・ウォーク研修終了後　18名

(水) 19:30 ～ 案②　実施する：それ以外　　　案③　実施しない　４名

(日) 9:30 ～ ◎実施場所(実施日時で案①，②の場合)　　案①：中田町会館　　案②：飲食店舗⇒ご提案願います。

13:00 ～ ・定例会後、Cグループにて打合せ実施。⇒尾山委員長議事録。

ウォーク後 ・メイン料理：崎陽軒のお弁当⇒常岡さん　・お酒類及びその他飲み物：ウォーク研修終了後関係者分担で買い出し。

(火) 19:30 ～ ・費用：忘年会参加者から2000円徴収＋スポ推より補填⇒実態はウォーク研修の参加費用をそのまま充てる。

(水) 19:30 ～ (5) 「代価イベント(グランドゴルフ)」について… 会長

 9:00 ～ ◎実施方法・内容は、11月定例会で承認されたSP推提案を理事会へ提出する。

19:00 ～ ◎実施日、費用、その他詳細は、体育部と打合せを実施。⇒Bグループ、内藤相談役、山本副会長、会長

(日) 13:00 ～ ・令和４年３月13日(日)予定。　本日、用具はスポーツセンターに予約しました。

(月) 10:00 ～ ◎定例会後、Bグループメンバーと山木体育部長と話し会い。⇒詳細は後日報告。

(火) 19:00 ～ (6) 「泉区スポーツ推進委員大会」について…会長

(水) 19:30 ～ ◎日時：２月27日（日）10:00～（受付９:30～）　場所：泉区民文化センターテアトルフォンテ

9:30 ～ ・準備の都合で前日夜（2/26 18:00～22:00）に設営準備とリハーサルを行います。

18:00 ～ 中田地区支援者　青木副会長…氏名読み上げ、良知副会長、渡部…場内整理　　←提出済。

※ 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 !! ◎15年表彰代表者：　池田相談役　　◎25年表彰：　内藤相談役　　⇒登壇して表彰を受ける。

４.  各種委員会報告、その他 (1) 各委員会報告　特に無し。

中下青少年広場

1月18日

地域の子ども交流支援事業 立場地区センター

会長

1月23日 (日)

12月21日 (火)
 深谷通信所跡地利用を考える委員会  中田町会館  会長

(土)1月15日

1月12日

山本、内藤、渡部

会長

会長

青木副会長

全員

支援者8

中田地区経営委員会 役員会 中田町会館

●中田地区　１月役員・定例会

1月16日

泉区スポ推会長 01月定例会 泉区役所 4ABC 会長

中田町会館

中田町会館

12月22日

12月26日 中田町会館

12月29日 (水)
会館巡り(東側)

中田連合　体育部会⑥ 中田町会館

1月19日 中田連合自治会 役員会 中田町会館

中田連合自治会 理事会 中田町会館

1月17日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館

●中田地区　モルック研修会

●中田地区 スポ推ウォーク研修

●中田地区 スポ推忘年会
全員

中田町会館

中田町会館 全員

1月11日 さわやかスポーツ普及委員会 泉区役所 対象者

地域の子ども交流支援事業会議 立場地区センター 内藤、百武、原木

中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

中田連合自治会 理事会

12月18日 地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 支援者9

12月20日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館 高橋相談役

会長

12月11日 ●中田地区　12月役員・定例会 中田町会館 全員

12月12日 ●中田地区　モルック研修会 中下青少年広場 全員

12月1日 中田連合　体育部会⑤ 山本、内藤、渡部

12月8日 中田連合自治会 PJ・N会議 会長

12月11日 さわやかスポーツ普及委員 役員会 泉スポーツセンター (山木)、会長

12月5日 泉区スポ推会長 12月定例会 泉区役所 4ABC 会長

11月24日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

11月28日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 会長

2021年12月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
2021年12月11日

月　日 行事名 場所 担当


