
2021年４月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事 司会　渡部会長 3) 「泉区スポーツ推進委員連絡協議会会則・ユニフォーム支給細則」の改正案について

朱書きは、決定・訂正事項。 改正案については、4月23日に提示します。

１. 委嘱状交付　…長谷相談役、佐藤裕相談役 中田町会館 4) 「トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会」について

２. 会長挨拶 5月16日（日）中田・しらゆり地区は「トマト薬局」前　６時集合予定。

第33期委嘱式は中止となりましたが、今後２年間、宜しく御願い致します。 中田地区予定者　(　木村　)、(　熊谷　)、(　林　)　⇐区役所報告済。

３. 報告事項　--- 各担当者 5) 区役所人事異動について

(1) ３月20日(土) 「地域の子ども交流支援事業」開催(百武、原木、佐藤暢、長谷川、渡部 参加)…百武 氏 泉区副区長　村田 二郎　　⇐　鳥海氏　　　　　地域振興課長　　塗師 浩美　　⇐　小澤氏

小学生38名+幼児1名+保護者17名+スタッフ26名　計82名参加　青指：ラジオ作り 地域振興課SP推担当　　澤辺 遥　　⇐　田岡氏

(②) ３月20日(土) 第32期役員会　第33期役員案検討　…4-(1)参照。 6) 令和２年度事業報告書・収支決算書、令和３年度事業計画書・収支予算書の提出について

(3) ３月23日(火) 「地域の子ども交流支援事業」会議　…内藤氏 令和3年度地区交付金　　地区 28,000円 + 4,500円 x 委員数。　… 中田地区 172,000円。

今年度は、SP推と青指とで交互に実施。但し、青指担当時(体育館)にもSP推は数名支援する。 ※４月定例会：令和３年４月23日(金) までに事務局へ提出。

(4) ４月１日（月）「第33期泉区スポーツ推進委員地区会長予定者会」開催。---渡部 会長 (⑤) ４月３日（土） 「第32期中田地区スポーツ推進委員連絡協議会監査」について---4-(2)参照。

1) 第33期泉区スポーツ推進委員　地区会長役職分担 (6) ４月17日(土) 「地域の子ども交流支援事業」開催(百武、内藤、渡部 参加)---百武 氏

会長　　石川 敬 (和泉北部)　　　副会長　　諏訪間 真一（富士見が丘）：活動担当、山浦 新司（新橋）：研修担当 子供47名+保護者29名+スタッフ24名　　計100名参加。　　青指：ゴム鉄砲作り

会計　　井上 喜芳（緑園）　　　　広報部長　櫻田 隆義（いちょう団地）　　　監事　北林 久義（下和泉） ４. 検討・確認事項　--- 渡部会長

研修部長　　森藤 栄児（和泉中央）　　　副部長　小園 昌彦（上飯田）、渡部 光徳（中田）　 (1) 第33期中田地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営方法について　 --- 渡部 会長　承認。

活動部長　　高橋 健（中川）　　　　　　　副部長　熊谷 雄三（しらゆり）、渡部 光徳（中田） a). 役員・組織体制について (中田地区SP推規約第５条２項　会長が推薦し、会議にて承認を受ける)

2) 第３２期スポーツ推進委員ユニフォーム (各地区にてサイズ合せ実施し、4月23日までに報告) 第33期の役員・組織は、別紙（組織表）のようにしたいと思いますので、皆さんのご承認をお願いします。

※全員へ帽子を支給、ウインドジャケットを除くユニフォーム配付は6月下旬を予定。 b). 「中田地区スポーツ推進委員連絡協議会　定例会・役員会」について

[３・４・５月の実績・予定表] ・役員会（役員、主任、委員長）　　原則毎月第２土曜日  １９：００～   ＠中田CH、中田町会館

時刻 ・定例会（全員）　　　　　　原則毎月第３水曜日  １９：３０～   ＠踊場地域ケアプラザ、中田町会館

(水) 19:30 ～ c). 各種実行委員会の設定について

(木) 19:30 ～ ◎実行委員副委員長は、各委員の中から選出する。※各委員会を早期（５月）に開催願います。

(土) 19:00 ～ d). 各種団体から依頼される委員等について

9:00 ～ 　各種団体から依頼される委員は、別紙（組織表）のようにしたいと思います。

19:00 ～ また、その他は動向をみて必要があれば決定しますので、ご承認をお願いします。

(火) 19:30 ～ (2) 令和２年度収支決算書・監査について---別紙参照。報告書内の【予算】誤記を訂正し、承認。

(水) 19:30 ～ ※令和3年度収支予算書は来月提出。 ---土田会計、常岡会計、長谷川監査、佐藤監査

(木) 19:30 ～ (3) 「第32期・第33期中田地区スポーツ推進委員歓送迎会」について　 ---原木前総務　承認。

(土) 19:00 ～ 開催日：2021年４月24日（土）　正午～　　場所：中田町会館　⇒別紙にて参加者確認。

(日) 14:00 ～ ※コロナウィルス感染が拡大傾向、横浜市もまん延防止措置が適用される。　⇒ 延期とします。

(水) 19:30 ～ (4) 「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

9:00 ～ 実施日：　５月15日（土）　立場地区センター　　９：30～12：00（集合９：00）　雨天決行

19:00 ～ 内　容：　体力測定？、ドッチボール、卓球、将棋、オセロほか

(日) 14:00 ～ 要請人員：　８名程度　  ※新任者の方は研修を兼ねてご参加ください。　　⇒別紙にて参加者募集。

(金) 19:30 ～ 服　装：　スポーツ推進委員の服装（最低限帽子着用）、ホイッスル、上履き

 (土)  12:00 ～ ⇐延期、期日未定 (5) 泉区提出の事業・決算報告、事業計画・予算案ほかについて --- 渡部会長　　承認。

(金) 19:30 ～ ※別紙の通り報告させて頂きますので、承認をお願いします。⇒４月23日(金)事務局へ提出。

(水) 19:30 ～ (6) 「スポーツリーダー養成講座」受講者募集について --- 渡部 会長

(木) 19:30 ～ ※別紙参照。　未だ受講されていない方(特に第31期以降の方)は是非受講願います。

(土) 9:00 ～ 費用(交通費を含む)は中田地区スポーツ推進委員連絡協議会で負担します。

(日) 6:00 ～ (7) 「スポ推だより」編集委員会について

(火) 19:30 ～ 5月22日(土) 18:00～　中田町会館で「スポ推だより」編集委員会(Aグループ全員)開催。

(水) 19:30 ～ ※５月に発行予定。…新任者紹介、子ども交流支援事業、トライアスロンほか

18:00 ～ ５.  その他

19:00 ～ (1) 配布物 a. 委嘱状　　b. 第33期中田地区スポーツ推進委員連絡協議会組織表

(日) 9:30 ～ c. 令和２年度収支決算書　　d. 泉区提出の事業・決算報告、事業計画・予算案

(木) 19:30 ～ e. 第33前期 中田地区スポーツ推進委員活動定・実績表　　f. スポ推かながわ(再任者のみ)

※ 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 !! (2) ユニフォーム・ウインドジャケットのサイズ確認 …各自にて別紙に記載願います。

5月23日 中田連合自治会 理事会 中田小学校体育館 会長

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター ８名以上

5月27日 泉区スポ推 研修部会 泉区役所 4D 原木副会長、会長

5月18日

5月19日

5月15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16日

5月22日 (土)
●「スポ推だより」編集委員会 Aグループ

内藤、百武、原木

令和3年4月17日

月　日 行事名 場所 担当

●中田地区　第32期役員会 中田町会館 第32期役員

3月23日 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

3月20日 (土)
●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター ５名

3月10日 泉区スポーツ推進委員会長定例会 泉区役所 4ABC 会長

3月11日 さわやかスポーツ普及委員会 泉区役所 4BC

中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

地域の子ども交流支援事業会議 立場地区センター

●中田地区　５月役員・定例会 第33期全員
中田町会館

森山、会長

3月13日 ●中田地区　役員・定例会 中田町会館 第32期全員

5月12日 泉区スポ推会長 ５月定例会 泉区役所 4D 会長

4月17日

3月24日 中田連合　役員会 中田町会館 会長

4月1日 第33期スポ推地区会長予定者会議 泉区役所 4D 第33期会長予定者

4月3日 中田地区　2020年度監査 中田町会館 前監査、会長・会計他

4月11日 中田連合自治会 ZOOM講習会②

←本日

4月14日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

●中田地区　第33期４月定例会 中田町会館 第33期全員

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 百武、内藤、渡部
(土)

5月13日 さわやかスポーツ普及委員会 泉区役所 4BC

中田町会館 会長

4月18日 中田連合自治会 ZOOM講習会③ 中田町会館 会長

4月30日 泉区スポ推 研修部会 泉区役所 4D 原木副会長、会長

4月23日 泉区スポ推会長 ４月定例会 泉区役所 4D 会長

 4月24日  ●中田地区　SP推歓送迎会  中田町会館  第32・33期SP推

対象者


