
司会　高岡主任 (6) ６月19日、26日、７月３日（土）「スポーツリーダー養成講座」受講。…尾山氏

朱書きは、決定・訂正事項。 ※６月19日、26日は、オンライン(Zoom)受講。７月３日検定試験(関内)。

１. 会長挨拶 中田町会館 (7) ７月２日（金）「子どもと地球を守ろうPJ中田」委員会会議に出席。…会長

２. 報告事項　--- 各担当者 ※PJリーダー　井上氏(中田連合副会長、経営委員会委員長)　　サブリーダー　國分氏(青指会長)

(1) ６月13日（日）「泉区さわやかスポーツ講習会」に中田SP推13名(+山木氏、鈴木氏、長谷氏)参加。…菊池氏 ※小中学生を対象にポスター募集・掲示・表彰等を実施予定。　(11月6-7日予定)

※42名参加。　※グランドゴルフ、ペタンク、ドッヂビーのルール確認と体験。 講演会、演奏会、ヒップホップダンス等も計画・検討。

(2) ６月19日（土）「地域の子ども交流支援事業」に参加(熊谷、田中、常岡、渡部)。…熊谷 総務 (8) ７月４日（日）「泉区スポーツ推進委員新任者研修会」について…原木 副会長

※青少年指導員主体にバードコール作り実施。　　SP推は卓球、ペタンク、ラダーゲッター実施。 ※和久井氏、角田氏、田中氏、金子氏、原木氏、渡部 6名参加。　泉区SP推 51名参加。

※子供59名+保護者18名+スタッフ25名　計102名参加。 ※講義：スポーツ推進委員とは(区役所)　※心肺蘇生・AED、応急手当(泉スポーツセンター)　※グランドゴルフ：雨天中止

(3) ６月19日（土）「和の会 理事会」に出席。…会長 ※参加者感想：和久井氏、角田氏、田中氏、金子氏　…アンケートに協力願います。(原木氏、渡部)

※理事長交替　佐藤　愼(和泉中央連合)　←　上原　敏博(中田連合) (9) ７月７日(水)　「中田連合　体育部会」に出席(山本副会長、内藤相談役、渡部会長)。…山本副会長

※令和２年度事業・決算報告および令和３年度事業・予算案ほか　全て承認。 ※ 体育部14名/25名 + 山木部長 + SP推(山本、内藤、渡部) 出席。

葛野CH文化祭、中田CHまつり、立場地区センターまつり等は中止予定。 ※ ペタンク大会(11/21)、新春健康マラソン大会('22-1/16) 予定。　　※ 新事業案を募集。

(4) ６月19日（土）　第33期SP推ユニフォーム配付。(百武、原木、常岡、渡部)…会長 (10) ７月８日(木)　「泉区さわやかスポーツ普及委員会」会議中止。…渡部 会長

※本日までに対象者全員へ配付済。　　　※ウインドジャケットは本日配付。 ※秋期の「泉区さわやかスポーツ講習会」は、９月19日(日)中田小学校にて開催予定。

(5) ６月21日（月）、７月３日（土）「地域福祉保健推進委員会・代表者会議」に出席。…青木副会長 (11) ７月14日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長７月定例会」について(縮小開催)。…渡部 会長

※第４期計画の現状。 公園遊び推進プロジェクトチーム活動について 1) 「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会7月定例会」(中止)報告…石川会長

※令和２年度の活動報告。 　「中田活き活きプラン」チラシ全戸配布について 2) 「泉区さわやかスポーツ普及委員会の役員人事」について…常澤 氏

[６・７・８月の実績・予定表] 会長：山木氏　　副会長：和田氏、島倉氏　　監事：上田氏、長谷氏　　相談役：原田氏、石川氏

時刻 ③) 「第11回横浜シーサイドトライアスロン大会」への運営協力について　　詳細は３-(1)参照。

(日) 9:30 ～ 4) 「横浜マラソン2021」への運営協力について

9:00 ～ 従事人数：泉区66名。未報告地区は早急に！　※中田地区(16)：先月定例会で募集・報告済。

13:00 ～ 5) 「泉区スポーツ推進委員活動部会」開催について　…高橋 会長

18:00～ ７月29日(木)　19:30-　　区役所4ABC会議室　　⇒山本副会長、渡部会長出席予定。

(月) 10:00 ～ ⇒中田地区スポ推案を募集します。山本副会長、渡部会長まで提案下さい。

(水) 19:30 ～ 6) イベント中止による予算の有効活用(案)について　…石川 会長

(金) 19:00 ～ ⇒中田地区スポ推案を募集します。渡部会長まで提案下さい。

 (日)  9:30 ～ ←中止 (12) ７月17日（土）「地域の子ども交流支援事業」開催。中田SP ８名参加。…熊谷総務

(金) 19:00 ～ ※子供8名+保護者3名+スタッフ11名　計22名参加。　卓球、ペタンク、ラダーゲッター、ボール遊び実施。

(土) 14:00 ～ (13) ７月17日（土）「Bグループ会議」開催。…剣持主任、青木副会長

(日) 8:45 ～ ※オリパラ終了２週間後の活動を検討中。　次回定例会前(9/11 18:00-)に会議開催。

(水) 19:00 ～ (14) 泉区及び中田連合自治会からの各種助成金受領、本会計へ納入。…渡部会長

 (木)  19:30 ～ ←中止 ◎ 泉区SP推地区交付金(7/14)：172,000円(=28,000+4,500x32)、中田連合自治会助成金(7/17)：120,000円、

(水) 19:30 ～ ←縮小開催 ◎泉区SP推(7/4)：12,500円(スポーツリーダー養成講座補助)  ⇒土田氏確認済。

9:00 ～ ◎泉区SP推(7/14)：3,000円(世界トライアスロンシリーズ横浜交通費)　　　計307,500円。

18:00～ ３. 検討・確認事項　--- 渡部会長

19:00 ～ ←本日 (1) 「第11回横浜シーサイドトライアスロン大会」への運営協力について…渡部 会長

(月) 10:00 ～ 日　時： 2021年９月26日（日）９:15～11:30　　場　所：金沢八景周辺

19:00 ～ 対象者：　中田2名 [伊藤(Ｌ)]、[金子(Ｌ)]／泉区10名。⇒8月20日(金)までに事務局へ報告。

 19:00 ～ ←中止 (2) ニュースポーツ(モルック)紹介について…山本 副会長

(水) 19:30 ～ ※モルック用具一式を使用し、実技指導・紹介。

(日) 9:30 ～ (3) 「中田小学校 校庭除草・清掃」について

(火) 19:00 ～ 日時： 2021年９月11日（日） 8:30～10:00(開門 8:00)　　　受付： 体育館横

(木) 19:30 ～ 注意：　※道具・器具・軍手等は各自で準備。　※事前の体温計測とマスク着用。

 (水)  19:30 ～ ←中止 　　　　　※車・バイクでの来場は禁止。　　※各自にて熱中症対策をお願い致します。

 (土)  19:00 ～ ←中止 ４.  各種委員会報告、その他

(土) 8:30 ～ (1) 各委員会報告　特に無し。

※ 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) 配布物 a. 2021年 第33(前)期　中田地区スポーツ推進委員活動予定・実績-Rev.E

b. モルックについて　　　c. ウインドジャケット(対象者)：対象者全員へ配付済。

全員中田小学校中田小学校 校庭除草・清掃9月11日

 8月14日  ●中田地区　８月役員・定例会  全員 中田町会館

7月29日 泉区スポ推 活動部会 泉区役所　4ABC 山本副会長、会長

 中田町会館  会長

7月21日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

 8月4日  泉区スポ推会長 ８月定例会  泉区役所  会長

7月14日 泉区スポ推会長 ７月定例会 泉区役所

中田町会館

地域の子ども交流支援事業会議 立場地区センター

会長

7月2日 子どもと地球を守ろうPJ中田会議 中田町会館 会長

7月7日 中田連合　体育部会② 中田町会館 山本、内藤、渡部

 7月8日  さわやかスポーツ普及委員会  泉区役所  対象者

7月3日 地域福祉保健推進委員会 代表者会議 中田町会館

Bグループ

●中田地区　７月役員・定例会 全員

7月17日 (土)

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 対象者

●Bグループ会議

7月19日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館 青木副会長

7月20日 (火)

7月25日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 会長

7月27日 中田小70周年記念事業実行委員会 中田小学校 会長

内藤、百武、原木

 中田地区経営委員会 役員会

青木副会長

7月4日 泉区スポ推 新任者研修会 中和田小学校 対象者

 6月27日  中田連合自治会 理事会  中田町会館  会長

6月23日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

6月25日 中田小70周年記念事業実行委員会 中田小学校 会長

6月21日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館 青木副会長

6月19日 (土)

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 田中、常岡、熊谷、渡部

和の会 令和３年度第１回理事会 立場地区センター 会長

●SP推ユニフォーム配布 中田町会館 1F 対象者

2021年７月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事

6月13日 ●さわやかスポーツ講習会 和泉遊水地　3池 13+3名

2021年7月17日

月　日 行事名 場所 担当





7 89
5 11 6
3 410
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