
 司会　木村 主任

書面配付 ②検討事項　…今後の支援事業予定

１. 会長挨拶  中田町会館 ※９月18日（土）９：30～11：30　青指（中田地区）　うちわ作り（先着50名）　スポ推 和泉中央３名、中田３名

◎神奈川県にも「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発令されました。(８月２日～８月31日) ※10月16日（土）９：30～11：30　実施内容：卓球、ラダーゲッター、ペタング　スポ推 和泉中央５名、中田８名

　十分な感染症対策を行うとともに、現況に合った活動の企画・推進を御願い致します。 (2) ７月21日(火) 「中田連合自治会 役員会」出席。…渡部会長

２. 報告事項　--- 各担当者 ※７月理事会は中止とする。　⇒必要な議題に関しては、８月初めに書面議決書を発送する。

(1) ７月20日(火) 「地域の子ども交流支援事業会議」出席。(原木)…原木副会長 ※11月６日(土)～７日(日) 「美しい地球を守るキャンペーン」実施する。

①報告事項 ◎ イラスト展示・表彰。講演会。吹奏楽・ダンス。

※６月19日の事業で、バードコール作りを実施したが、完成品の見本提供が無く、 ※中田町会館(連合自治会)に、WiFiを設置する。

　子供達が何ができるのかわかっていなかった。⇒今後の工作時は、完成見本を用意する。 (3) ７月29日(木) 「泉区スポーツ推進委員連絡協議会 活動部会」に出席：山本副会長、渡部。

※７月17日の事業は参加者が少なかった。 ※12月５日(日)　「泉区ふれあいスポーツ」を開催する方向で準備を進める。最終判断は11月半ばに行う。

　⇒ドッチボールを実施しないからとの意見が出たが、コロナ感染防止の観点から、 ※コロナ対策も踏まえ、さわやかスポーツ(ボッチャ、ペタンク、カローリング、ドッヂビー他)を行う方向で検討。

　　　今後もドッチボールは実施しないことを委員会で確認した。 ※次回会議　９月10日(金) 19:30～　区役所4ABC会議室。　…幹部より案を提示する。

※事業で使用し得るクリアケースが満杯なため、追加で１箱購入する。 (4) ８月４日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長８月定例会」中止。…渡部会長

※12月・３月の立場CCの料理室予約はキャンセル（毎年、12月クッキー作り、３月焼き芋） 1) 「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会８月定例会」中止。

　⇒コロナ禍では、集まっての料理は感染を招く危険があり、中止する。 2) 市イベント中止連絡について…事務局よりメール連絡。(下記は全て中止)

※ ９月26日： 「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。…８月４日連絡有り。

[７・８・９月の実績・予定表] ※ 10月17日： 「第36回横浜市身体障害者運動会」への運営協力。…８月５日連絡有り。

時刻 ※ 10月31日： 「横浜マラソン2021」への運営協力。…７月30日連絡有り。

(月) 10:00 ～ (5) 中田地区社会福祉協議会からの助成金(20,000円)受領について。…渡部会長

(火) 19:00 ～ ※ ７月10日付 領収書発行済(土田会計)。…報告が遅れ申し訳ありません。

(水) 19:30 ～ (6) 「スポーツリーダー養成講座」認定試験合格。…尾山氏

(火) 19:00 ～ ←欠席 ※８月６日メールにて合格報告有り。…認定証の発送は９月下旬予定。

(木) 19:30 ～ (7) 「泉区スポーツ推進委員新任者研修会」アンケート提出について…渡部会長

 (土)  19:00 ～ ←中止 ※和久井氏、角田氏、田中氏、金子氏、原木氏、渡部　…アンケート提出済：(区提出締切８月13日)。

 (月)  10:00 ～ ←中止

(木) 19:30 ～ ３. 検討・確認事項　--- 渡部会長

(日) (1) 「中田小学校 校庭除草・清掃」について…多数のご参加をお願い致します。

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

(土) 19:00 ～ 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。

(火) 19:00 ～ 　　　　　※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。

(水) 19:30 ～ (2) 「地域の子ども交流支援事業」について…原木副会長 ⇒９月定例会にて最終確認。

(木) 19:30 ～ 実施日：　９月18日（土）　立場地区センター　　９：30～12：00（集合９：00）　雨天決行

(金) 19:30 ～ 内　容：　青少年指導員主体　　うちわ作り(先着50名)

8:30 ～ 　　　　　　スポ推： 卓球、室内ペタンク、ラダーゲッターほか…和泉中央・中田地区　各３名程度。

18:00～ 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

19:00 ～ (3) 「泉区さわやかスポーツ講習会」について。…会長 ⇒詳細は９月定例会にて確認。

(火) 19:00 ～ 実施日：　９月19日（日）　９：00～11：30　雨天決行　　　場所： 中田小学校校庭・体育館

(土) 9:00 ～ 対象者：　さわやかスポーツ普及委員およびスポーツ推進委員ほか(地域希望者)

(日) 9:00 ～ 種目：　グランドゴルフ、モルック、ボッチャ、室内ペタンク予定。

(月) 10:00 ～ ※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となることもあります。

(火) 19:30 ～

(土) 9:30 ～ ４.  各種委員会報告、その他

 (日) ←中止 (1) 各委員会報告　　…特に無し。

(日) 10:00 (2) 配布物　…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 !!

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター

●Bグループ会議

9月25日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 会長

 9月26日  ●シーサイドトライアスロン大会  八景島シーパラダイス  伊藤、金子

9月19日 ●さわやかスポーツ講習会 中田小学校 対象者

9月20日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館 青木副会長

9月21日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

中田地区経営委員会 役員会

2021年 ８月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
 2021年8月14日

月　日 行事名 場所 担当

 8月14日  ●中田地区　８月役員・定例会  中田町会館  全員

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 地域の子ども交流支援事業会議 立場地区センター 原木

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

全員

8月29日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 会長

9月8日 泉区スポ推会長 ９月定例会 泉区役所 4D 会長

9月10日 泉区スポ推 活動部会 泉区役所　4ABC 山本副会長、会長

9月7日 中田小70周年記念事業実行委員会

中田町会館
9月11日

会長

Bグループ

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

7月21日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

8月19日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

 8月16日  地域福祉保健推進委員会  中田町会館  青木 副会長

8月22日 横浜市 市長選挙 　棄権がないように！！

9月26日 ●御霊神社例大祭(神事のみ) 御霊神社 会長

9月4日 中田連合　体育部会③ 中田町会館 山本、内藤、渡部

対象者9月18日

●中田地区　９月役員・定例会 全員

(土)

中田町会館 会長9月14日

中田小学校 校庭除草・清掃 中田小学校

9月9日 さわやかスポーツ普及委員会 泉区役所 対象者

中田小学校


