2021年11月 中田地区スポーツ推進委員定例会議事

(5) 11月10日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長11定例会」について。…渡部 会長

司会 熊谷総務

2021年11月20日

朱書きは、決定・訂正事項。

1) 11月４日（水）「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会11月定例会」休会…石川会長
◎12月市定例会は休会(当初の予定通り)。
◎SP推担当市民局が新庁舎に移転。⇒今後の市定例会は新庁舎で開催。

１. 会長挨拶
中田町会館
◎緊急事態宣言が解除されました。感染防止対策を継続しながら活動をお願い致します。
２. 報告事項 --- 各担当者
(①) 10月18日(火) 「地域の子ども交流支援事業」会議に出席。…内藤、百武、原木
◎11月20日、12月18日 「子ども交流支援事業」開催。 ⇒ 詳細は３-(５)参照。

2). 今後の行事開催状況について…事務局。
・神奈川県スポーツ推進委員大会（2/6）…中止

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-(1)で検討。
◎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

(2) 11月３日(水) 「中田連合 体育部会」に出席。…山本 副会長
◎令和４年１月～３月に予定したいイベント（マラソンに代わるもの）募集
●山木部長提案 ・グランドゴルフ(SP推案) ・紙飛行機を作って飛ばす

④). 「年度末地区会長研修会」について…森藤会長、石川会長 ⇒詳細は、3-(2)で検討。
◎３月５日（土）横浜再発見バスツアーを計画 副会長の参加あり。

意 ・連合行事なので多数人数で行えるものはどうか？ 不安を解消してから行うべきでは？
見 ・「クラフトフェスティバル」の参加者は少人数であったが、参加者は楽しんでいた。

5). 泉区SP推忘年・懇親会は中止。 ３月定例会時に５月に延期した歓送迎会を予定…石川会長
◎３月泉区定例会は、３月16日（水）に変更。⇒中田地区役員・定例会開催日の変更要。

・対象者をどこに置くのか提案頂ければ、話が続けられるが？
・小学生のワクチン接種は少ない、小学生対象は避けるべきでは？

(3) 11月６日(土) 「美しい地球を守るイベント」準備支援。…渡部 会長
◎準備開始時刻が守られないため、定刻に参加しても遅れた様に感じる。
◎8:30～11:30 準備支援 SP推9名参加。
⇒今後も開始時刻を守って頂く様に提言を続ける。
◎13:30～16:00 イラスト鑑賞 約100名来場。
(4) 11月７日(日) 「美しい地球を守るイベント」片付支援。…渡部 会長
◎受賞者の多くが講演会前に退席したのは、残念な事でした。
◎10:00～12:00 イラスト鑑賞 約???名来場。
◎13:00～15:30 式典、講演会、吹奏楽 …ライブ配信実施。
◎片付も定刻前に始められた。
◎16:00～16:40 片付支援 SP推9名参加。
[11・12月の実績・予定表]
月 日
行事名
11月2日
(火) 中田小70周年記念事業実行委員会
11月3日
(水) 中田連合 体育部会④
11月6日
(土) 美しい地球を守るイベント支援
11月7日
(日) 11/6: 会場設営・展示 11/7: 会場撤去
11月10日
(水) 泉区スポ推会長 11月定例会
11月15日
(月) 地域福祉保健推進委員会
11月16日
(火) 中田地区経営委員会 役員会
11月17日
(水) さわやかスポーツ普及委員会
地域の子ども交流支援事業
中田小学校創立70周年記念式典
11月20日
(土) ●中田地区 イベント検討会議
●中田地区 (一泊)研修検討会議
●中田地区 11月役員・定例会
11月23日 (火・祝) 神奈川県スポーツ推進委員研修会
11月24日
(水) 中田連合自治会 役員会
11月28日
(日) 中田連合自治会 理事会
12月1日
(水) 中田連合 体育部会⑤
12月8日
(水) 泉区スポ推会長 12月定例会
12月11日
(土) ●中田地区 12月役員・定例会
12月12日
(日) ●中田地区 モルック研修会
12月18日
(土) 地域の子ども交流支援事業
12月20日
(月) 地域福祉保健推進委員会
12月21日
(火) 地域の子ども交流支援事業会議
12月22日
(水) 中田連合自治会 役員会
12月26日
(日) 中田連合自治会 理事会
●中田地区 スポ推ウォーク研修
12月29日
(水)
●中田地区 スポ推忘年会(未定)

場所
中田小学校図書館
中田町会館
中田小学校体育館
泉区役所 4ABC
中田町会館
中田町会館
泉区役所
立場地区センター
中田小学校体育館
中田町会館
南足柄市
中田町会館
中田町会館
中田町会館
泉区役所 4ABC
中田町会館
中下青少年広場
立場地区センター
中田町会館
立場地区センター
中田町会館
中田町会館
会館巡り(東側)
中田町会館

時刻
19:00 ～
19:30 ～
8:30 ～
16:00 ～
19:30 ～
10:00 ～
19:00 ～
19:30 ～
9:00 ～
14:00 ～

・泉区駅伝大会（2/6）…中止

担当

6). その他…事務局
◎広報よこはま泉区版11月号について 「スポーツ推進委員」の記事が掲載されました。
◎オリパラ関連展示イベントについて
・東京2020関連展示 日時：11月９日（火）９時～22日（月）17時 場所：区民ホール
内容：東京2020オリンピック・パラリンピックの関連展示
・防災・脱炭素化啓発フェア～オリンピック・パラリンピックのレガシーも一緒に学ぼう～
日時：11月23日（祝・火）10時～13時 場所：深谷通信所跡地中央広場
内容：オリパラ関連展示と合わせて、聖火リレーのトーチ・ユニフォームも併せて展示予定
◎岡津地域ケアプラザの講演会について…詳細未定。
・１月末に、西が岡小学校体育館にて車いすバスケットボール選手の講演会開催予定。
(6) 11月17日(水) 「泉区さわやか普及委員会」について(森山 氏、渡部)…渡部 会長
◎日時：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

会長

◎グラウンドゴルフ用コース旗20枚及びモルック用具２セットを購入予定。 ◎次回会議 令和４年１月11日(火)

山本、内藤、渡部

支援者９名
支援者９名
会長
青木副会長 ⇐中止
会長 ⇐中止
対象者
支援者４名
伊藤氏、会長
Bグループ
⇐間違い
18:00 ～
Cグループ
19:00 ～ 全員
⇐中止

会長
19:30 ～
会長
9:30 ～
19:30 ～ 山本、内藤、渡部
会長
19:30 ～
19:00 ～ 全員
⇐追加
13:00 ～ 全員
9:00 ～ 支援者8+α名
青木 副会長 ⇐追加
10:00 ～
19:00 ～ 内藤、百武、原木 ⇐追加
会長
19:30 ～
会長
9:30 ～
14:00 ～
全員
16:00 ～
※ 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 !!

(7) 11月20日（土）「地域の子ども交流支援事業」開催。(百武、高橋、尾山、渡部)…尾山 氏
※子供38名+保護者22名+スタッフ21名 計81名参加。 卓球、ペタンク、ラダーゲッター実施。

(8) 11月20日（土）「中田小学校創立70周年記念式典」出席。（伊藤 氏、渡部）。…渡部 会長
(9) 11月20日（土）Cグループ会議実施。 ⇒詳細は、３.(4)参照。
３. 検討・確認事項
(1) 「泉区スポーツ推進委員大会」について(全員対象)…渡部 会長
◎支援者 表彰者名読み上げ：青木副会長 場内整理：(良知副会長)、渡部。⇒12月定例会報告。
◎永年勤続表彰、講演：東京慈恵会医科大学付属病院 堀野氏(テーマ：コロナと共存するには)
(2) 「年度末地区会長研修会」について… 会長
↓ 良知氏 卒業式の為に不参加。
◎12月定例会までに参加者報告…原木、青木、山本、良知、渡部 ⇐参加確認。
(3) 「代価イベント提案」について…剣持 主任 ⇒詳細は別紙参照。
◎3月初旬に連合主催として「グランドゴルフ」を提案します。 ⇐承認確認。 ⇐全員承認。
※11月24日(水)開催 中田連合自治会役員会に提出。
(4) 「(一泊)研修検討委員会会議」(Cグループ)について…林 主任、尾山委員長
◎12月12日(日) 13:00- モルック研修会を計画。 場所：中下青少年広場。
(5) 「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
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。
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。
支援者： 和泉中央地区SPは他のイベント情報有り。⇒中田SP推の支援者を増やすか？
※本日の支援事業の際、和泉中央地区に確認した。午後のイベントであることから問題無し。…渡部

(6) 中田SP推「年末ウォーク研修・忘年会」、「新年会」について -- 会長 詳細は12月定例会。
日 時：令和３年12月29日(水) ウォーク研修場所：東側会館巡り ※忘年・新年会は再検討。
↑ 詳細は12月定例会。(研修検討委員会)
４. 各種委員会報告、その他
(1) 各委員会報告…特に無し。
↓ 長谷 氏へ１セット、森山 氏２セットへ貸出中。
(2) その他
◎モルック用具 ４セット購入済。⇒山本 副会長保管。
※定例会後、「SP推だより編集長委員会」開催。

※未配布者へ「中田SP推Tシャツ」を配布。

