スポーツ推進委員だより 第７号
平成２６年２月発行

会長挨拶

永年勤続 25 年表彰

平成２６年を迎えて ―
２０２０年夏季オリンピック・パラリンピックの東京開催が決まり、スポーツ選手にも推
進する関係者にとっても東京大会は大きな関心をもって迎えられている。
横浜市では、今年で３３回を終了した「横浜マラソン」を、２０１５年３月１５日に「横
浜市民マラソン（フルマラソン）」として新展開することになった。現在、担当者も配置さ
れ準備に入っており、私達スポーツ推進も支援していきたい。
一方、中田地区スポーツ推進委員連絡協議会の独自事業「子ども水泳教室」が本年４０回
を迎える。これ迄取り組んできた諸先輩とも連携し、現状を擬視し継続発展できるよう心を
引きしめて進めたい。これ迄の諸事業推進の労苦を語り合い、中田スポーツ推進委員連絡協
議会の発展を確固なものにする為、スポ推ＯＢの方々との協力体制を築いていきたい。
昭和２５年「横浜市健民体育指導員」が発足し、昭和３６年「スポーツ振興法」が制定さ
れ体育指導委員（通称、体指）の活動が盛んとなり、平成２３年８月２４日「スポーツ基本
法」が施行されて２年半、漸くスポーツ推進委員の名称も認知されるようになってきました。
スポーツ推進委員として、コーディネイターとして、地域交流を通して地域との一体感を
めざし、世代を超えて地域活動の輪を広めたい。私達は一人ひとりが自ら楽しみ、研鑽して
その任に応える平成２６年度にしたいと思う。
今後とも、皆さんのご指導ご鞭撻をお願い致します。

中田新春健康マラソン大会

（平成 26 年 1 月 12 日

本大会は、横浜市スポーツ推進委員が一同
に会し、式典や講演を通じて資質の向上を図
り、併せてスポーツ推進委員相互の交流と情
報交換を行い、横浜市の生涯スポーツの振興、
発展に寄与することを目的としています。
式典では、永年にわたるスポーツ振興、発
展に尽力された方々の功績に対し、永年勤続
表彰が行われ、渡邊正明氏（向根下自治会）
が勤続２５年表彰を、高橋貴美江氏（広町自
治会）が勤続１５年表彰を受章されました。
（渡部副会長：下村町内会）

高橋貴美江氏

渡邊正明氏

勤続２５年を迎え （渡邊：向根下自治会）
気が付けば２５年。
年齢を重ねてもスポーツの持つ大きな力を信じて、
何らかの形で貢献できたら良いと思います。

中田小学校校庭ほか）

「うわっ、白バイが先導しとる！」 と驚いたの
は私だけでしょうか？
なにせ初めて見たもので
参加人数
参加対象
１位
２位
３位
すから・・・
徳野 小野沢 橋本
中学１年生～３年生
87
「中田のマラソン大会もかなりメジャーになっ
男子
18:57
19:04
19:07
たなぁー」と感慨一入でした。そのうちテレビ中継
山下
山本
早川
高校生～３９歳まで
20
になったりして・・・
男子
20:01
20:03
20:39
さて気温は低かったものの好天で風も無い絶好
寺井
田代
吉田
４０歳以上
31
のマラソン日和の１２日、
中田小学校校庭をスター
男子
19:10
19:34
20:25
ト・ゴールに３６２人の選手が中田の街を駆け抜け
田代
河崎
寺井
中学生以上
12
ました。年に一度の恒例行事、皆さんはご覧になり
女子
21:51
26:04
26:29
ましたか？
今野
原木
水戸
小学４年生～６年生
75
事前申し込み制やバーコードによる記録集計な
男子
11:07
11:23
11:24
どこの２年ほどで大きく改善され、
我々スポーツ推
綱川
鈴木
芳根
小学４年生～６年生
58
進委員のお手伝いはかなり楽になってきました。
中
女子
12:38
12:57
13:18
田連合体育部の方々の努力に感謝申し上げます。
芳賀
石井 大久保
中学１年生～３年生
56
来年も間違いなく開催される予定です。今回見ら
女子
11:44
12:11
12:32
れなかった方は今度是非応援に来てください。
萩原
田中 長谷川
４０歳以上
13
選手として走るのも良いですよ。お待ちしていま
男子
11:09
12:09
12:31
す。
（花村副会長：春日自治会）
吉岡
廣瀬
飯塚
高校生以上
10
コース周辺の住民方々の御支援・御協力に感謝申
女子
12:34
13:33
13:43
網掛け以外は中田連合住民。 合計 362 し上げます：連合体育部、中田スポーツ推進委員

文化祭

（平成 25 年 11 月 9 日～10 日
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今年は、風も強くあいにくの曇天のもと、中田小学校にて、第 40 回中田
連合自治会文化祭が催されました。スポーツ推進委員は、前日準備と当日
の運営の手伝いをしました。
さわやかスポーツコーナーでは、輪投げ、ペタンク、ラダーゲッターが行
われ、150 人以上もの家族連れが楽しみながら、色々なスポーツを体験して
いただきました。
模擬店では、恒例の水飴の他に、山形名物の芋煮と、今回新たに、ポップ
コーンとタコスを提供いたしました。残念な事に、強風のためテントをた
たみ、模擬店は早終いとなってしまいましが、スポーツ推進委員は、これ
からも楽しいスポーツと美味しい料理で地域の皆様との交流を、深めて行
きたいと思います。
（平澤：中田踊場自治会）

平成26年 中田新春健康マラソン大会 入賞者
1

目指せ！！
３０年、２０年

勤続１５年を迎え （高橋：広町自治会）
あっと言う間の１５年でした！
地域の皆さんと絆を深め、輪を広げる架け橋の役目だと思っています。
これからも楽しく笑顔のある活動を続け頑張ってまいります。
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永年勤続 １５年表彰

横浜市泉区中田地区スポーツ推進委員連絡協議会
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活動報告

種目 距離

(平成 26 年 1 月 19 日

―

山木 会長

第３７回

横浜市スポーツ推進委員大会

神奈川県スポーツ推進委員実技研修会
●ラジオ体操

●太極拳

泉区マラソン大会

（平成 25 年 11 月 23 日

の研修を受けました。

（平成 25 年 11 月 24 日

平沼体育館）

（山木会長:中下自治会）

和泉遊水地周辺）

中田地区ＳＰ推進委員５名は、選手および沿道での応援者の安全確保に従事しました。

中田連合 壮年ソフトボール大会

（平成 25 年 11 月 24 日

中田小学校校庭）

全６チームの参加でしたが、スポ推は体育部との混成チームを結成し、２試合で親睦を深めました。

第３３回 横浜マラソン大会

（平成 25 年 12 月 01 日

山下公園スタート・ゴール）

12 月 1 日（日）、第 33 回横浜マラソン大会が山下公園周辺で開催されました。
寒さ厳しい朝でしたが、快晴の青空にも恵まれ、日が昇るに連れて気温も上がりよいコンディションで
のレースとなりました。今回は 10km ロードレースのみであり、6,603 名が力強く横浜の街を駆け抜けま
した。 （中田ＳＰ推進委員３名参加）

次回は、２０１５．０３．１５

市民参加型フルマラソン大会 が開催されます。

東中田小学校

ふれあい Doing

開会式

体力測定

（平成 25 年 11 月 2 日

ユニークな準備体操

東中田小学校）

○×クイズ

１１月２日(土)に東中田小学校に於いて「ふれあい Doing」が開催さ
れました。
我々スポーツ推進委員は「体を使って遊ぼうコーナー」と「体力測定
コーナー」を担当しました。
この行事は東中田小学校の PTA の方々が中心となって、企画、運営さ
れ、青少年指導員やスポーツ推進委員がサポートして行われています。
今年は天候がいま一つだったのと、三連休に重なった為か昨年より参
加人数が若干少なかったようです。それでも参加した子供達は元気良く
色々なコーナーを楽しんでいました。
（内藤副会長：中田踊場自治会）

区民ふれあいまつり（平成 25 年 11 月 3 日 和泉遊水地）

ソフトバレーボール審判講習

（平成 25 年 11 月 30 日

中田小学校体育館）

１２月１５日に開催された泉区ふれあいスポーツ：ソフトバレーボール大会での審判実施に備え、
ルールの確認および審判技術の向上を行いました。
（研修実行委員長 池田：東原自治会）

泉区ふれあいスポーツ大会

（平成 25 年 12 月 15 日

泉スポーツセンター体育館）

審判に従事するとともに、マスターズとヤンガーズの２チームを結成してゲームにも参加しました。

参加者全員での準備体操

中田地区ウオーク研修

ヤンガーズ試合風景

(平成 25 年 12 月 29 日

旧東海道：横浜⇒保土ヶ谷

横浜駅より保土ヶ谷駅までの旧東海道を散策しました。

中田連合 賀詞交歓会

(平成 26 年 1 月 5 日

中田ＳＰ推選手一同

徒歩の旅)

（内藤副会長：中田踊場自治会）

みなみ総合センター)

スポーツ推進委員の参加者は、会場設営および片付けに協力しました。

葛野はまっ子ドッチボール大会

（平成 26 年 2 月 1 日

葛野小学校）

児童５０余名が寒さに負けず、それぞれ精一杯にチャレンジしました。
（丹藤主任：山百合自治会）

太鼓演奏

メイン会場

さわやかスポーツコーナー

当日は天候にも恵まれ、大変過ごし易い一日でした。
多くの団体が模擬店を出店した中、私達スポーツ推進委員も、昨年に引き続き青少年指導員の皆さんと一緒に
模擬店を出店致しました。
スポーツ推進委員は「牛筋煮込」
、
「芋煮」、
「水飴」を販売し、青少年指導員は「焼きそば」を販売しました。
「牛筋煮込」は、とても柔らかく煮えて大変人気でした。
「芋煮」もポカポカに身体が温まり皆さん満足気に
食べていました。恒例の「水飴」は、いつもながら、お子さんたちに大人気でした。
大勢の人が集まり、泉区民の絆が一層強まったことと思われます。 （牧野：宮の台町内会）
メイン会場の隣で行われた「さわやかスポーツコーナー」にも、多くの皆さんが参加してくれました。
中田地区スポーツ推進委員は主に「ラダーゲッター」を担当しました。耳慣れない競技ですが、最近人気上
昇中のゲームであり、中田連合文化祭においても実施しました。
今後も色々なニュースポーツを紹介したいと思います。
（研修実行委員長 池田：東原自治会）

横浜国際女子マラソン大会

（平成 25 年 11 月 17 日

全員での準備体操

神奈川県スポーツ推進委員大会（平成 26 年 2 月 2 日 川崎市麻生区市民館）
泉区ふれあいスポーツ審判講習会・大会（平成 26 年 2 月 2 日、11 日 泉ＳＣ体育館）
中田地区スポーツ推進委員は、
講習会では審判法を指導し、大会
ではインディアカおよびペタン
クの審判に従事しました。
（菊池：夏刈場自治会）

山下公園スタート・ゴール）

第５回横浜国際女子マラソン大会が１７日、横浜・山下公園発着のコ
ースであり、アルビナ・マヨロワ（ロシア）が２時間２５分５５秒で初
優勝し、２位には野尻あずさ（ヒラツカ・リース）が２時間２８分４７
秒で入った。
中田地区ＳＰ推進委員１１名は、選手の安全・走路確保、観客の整理
に従事しました。 （青木主任：中村町内会）

青少年の居場所づくり （H25 年 12 月 21 日, H26 年 1 月 18 日 立場地区センター体育館）
１２月２１日には、体育館でスポ推による軽スポーツ、調理室で青少年指導員によるクッキーづくりを
行い、小学生１１０名のほか保護者にも参加頂きました。 （甘崎：葛野町内会）

目指せ優勝！

３月の活動予定
2-3 日 和の会：中田コミュニティハウス祭り
15 日 区：青少年居場所つくり

8-9 日 区：地区会長研修会
30 日 中田小さくらまつり

編集後記
新春を迎え皆様の御健康と御多幸をお祈り申し上げます。
「体育指導委員」から「スポーツ推進委員」へ名称が変更されて３年目を迎えました。新しい名称も徐々に
ではありますが、地域の皆様に認識されるようになってまいりました。
地域の事業に参画すると共に、ニュースポーツをとり入れた新規事業を企画・開催し、中田地域の健康で明
るい、活気ある街づくりに寄与したいと思います。
【渡部副会長:下村町内会】

