
 司会　剣持 主任 (2) ９月８日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長９月定例会」について。…渡部会長

書面配付(HP登録) Rev.A 2021-09-16 1) ９月１日（水）「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会９月定例会」報告…石川会長

中田町会館 ・令和３年度全国スポ推大会表彰　功労者表彰５名、30年勤続表彰３名。(横浜市)

１. 会長挨拶 ・横浜市スポ推表彰規定の見直し…６ヶ月以上は対象者とする。

◎神奈川県の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」は、延長されました。(８月２日～９月末) 2). 新任研修会のアンケート結果について…森藤研修部長　講習会の継続開催希望者多数有り。

　十分に感染症対策を行いながら、各種活動の推進を御願い致します。 3). 各種イベント開催状況について…石川会長　下記行事は中止(予定)。

２. 報告事項　--- 各担当者 ・泉区さわやかスポーツ講習会（９/19）　・横浜シーサイドトライアスロン（９/26）

(1) ７月28日(土) 「子どもと地球を守ろうプロジェクト中田」会議に出席。…会長 ・横浜市身体障害者運動会（10/17）　　　・横浜マラソン2021（10/31）

◎宮田氏(キャンペーンアドバイザー)、竹内氏(ICTアドバイザー) をプロジェクトメンバーに追加。 ・泉区民スポーツフェスティバル（10/24）…スポーツセンターのみで縮小開催予定

◎11月6-7日　中田小学校体育館にて「美しい地球を守るイラスト展」開催。 ・泉区民ふれあいまつり（11/３）　　　　・泉区民マラソン大会（11/14）

・横浜市スポーツ推進委員会大会（１/16）・全国スポーツ推進委員大会：佐賀市(11/18)

[８・９・10月の実績・予定表]  　　　　　 中止を示す。 ・神奈川県スポーツ推進委員研修会：南足柄市(11/23)…中止の方向

時刻 ・五大都市スポーツ推進委員研究集会：神戸市(12/11)…各都市との調整中

 (土)  19:00 ～ ・神奈川県スポーツ推進委員大会：茅ヶ崎市　(2/6)…県理事会で調整中

 (月)  10:00 ～ 4). 泉区スポーツ推進委員大会+永年勤続者表彰式(仮称)について…事務局、石川会長

 (木)  19:30 ～ ・市大会の中止に伴い、泉区として開催したい（５、10、15、20、25、30年表彰も行う）。

(土) 14:00 ～ ・詳細（内容、時期、場所）は10月か11月頃発表予定。

 (日)  9:30 ～ ※中田SP推対象者： 25年-内藤、15年-甘崎、池田、森山、常岡、５年-熊谷、尾山、剣持、山本

 (土)  19:00 ～ 5). 令和３年度全国スポ推30年勤続表彰受賞者　いちょう団地　上田陽子（うえだ　はるこ）様…石川会長

 (火)  19:00 ～ 6). 全国スポーツ推進委員連合の普通会員加入について…石川会長

(水) 19:30 ～ ・次年度より全員加入の予定、会費は区スポ推会計より支出

 (木)  19:30 ～ 7). 泉区ふれあいスポーツの開催について…高橋活動部長　中止決定。

 (金)  19:30 ～ 8). 今年度の予算有効活用の検討…石川会長　　提案募集。

 8:30 ～ 9). 各地区の活動状況について…各地区会長　地区行事の中止が多い。予算の使い方検討中。

 18:00～ (3) ９月９日(木) 「泉区さわやか普及委員会」中止。(書面配付…下記行事も中止)…渡部会長

 19:00 ～ ←中止 ※９月19日（日）　秋期さわやかスポーツ講習会　：中田小学校

 (火)  19:00 ～ ※10月24日（日）　泉区民スポーツフェスティバル2021　：泉スポーツセンター

 (土)  9:00 ～ ※11月３日（水）　泉区民ふれあいまつり　：和泉遊水地

 (日)  9:00 ～ (4) ９月10日(金) 「泉区スポーツ推進委員連絡協議会 活動部会」　中止。

 (月)  10:00 ～ (5) 「中田小学校 校庭除草・清掃」について…中止。

(火) 19:30 ～ ※９月１日(日)　剣持さんより情報提供有り、中田小学校ホームページでも確認。

(土) 9:30 ～ ※９月７日(火)　中田小学校より郵便にて中止連絡有り。

 (日) (6) 「地域の子ども交流支援事業」について…内藤相談役

(日) 10:00 ※９月18日(土)、10月16日(土)予定の「地域の子ども交流支援事業」は、中止となりました。

(水) 19:30 ～ ※今後の予定については、10月19日(火)の会議にて決定。

(日) 10:00 ～ (7) ９月11日(土) 中田スポ推 Bグループ会議…中止。

(水) 19:30 ～ ３. 検討・確認事項　--- 特に無し。

 9:00 ～ (1) 今後の活動企画、予算の使い方等、皆さんからの提案をお願い致します。

19:00 ～ (2) 「中田っ子 クラフトフェスティバル」支援者について…國分青少年指導員会長　　　別紙参照。

 (日) ※10月10日（日） ８時30分集合～15時以降。雨天決行。　中田小学校体育館(上履き持参)

(月) 10:00 ～ ４.  各種委員会報告、その他

19:00 ～ (1) 各委員会報告　　…特に無し。

19:00 ～ 確認表 (○：配付者） 10月10日支援者(宜しくお願い致します。)

(水) 19:30 ～

 (日) ○ ○ ○

(日) 9:30 ～ ○

※ 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 !! ○ ○

欠席者

中澤 常岡　 C ｸﾞﾙｰﾌﾟ ：

深谷通信所跡地利用を考える委員会

 10月24日  泉区民スポーツフェスティバル2021

山本

高岡 金子 門城 伊藤 内藤 熊谷 渡部 良知　 D ｸﾞﾙｰﾌﾟ ：

林 岡本 歌川 尾山 佐藤

木村 和久井　 A ｸﾞﾙｰﾌﾟ ：

　 B ｸﾞﾙｰﾌﾟ ：

中田町会館 会長

 泉スポーツセンター SCのみ縮小開催

10月10日 中田連合　クラフトフェスティバル 中田小学校 支援者募集

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

百武 土田 原木

剣持 田中 甘崎 池田 高橋 平澤 長谷川 青木

森山 菊池角田

10月13日 泉区スポ推会長 10月定例会 泉区役所 4ABC 会長

 ●地域の子ども交流支援事業  立場地区センター  対象者

●中田地区　10月役員・定例会 中田町会館

10月20日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

10月19日 (火)

10月18日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館 青木副会長

10月24日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 会長

 9月14日  中田地区経営委員会 役員会  中田町会館  会長

 9月18日  ●地域の子ども交流支援事業  立場地区センター  対象者

 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11日  (土)

 中田小学校 校庭除草・清掃  中田小学校  全員

 ●Bグループ会議
 中田町会館

 Bグループ

 ●中田地区　９月役員・定例会  全員

9月8日 泉区スポ推会長 ９月定例会 泉区役所 4ABC 会長

 9月9日  さわやかスポーツ普及委員会  泉区役所  対象者

 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

 8月29日  中田連合自治会 理事会  中田町会館  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

 9月7日  中田小70周年記念事業実行委員会  中田小学校  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19日  中田連合自治会 役員会  中田町会館  会長

8月28日 中田連合自治会 PJ・Nスタッフ会議 中田町会館 会長

 8月14日  ●中田地区　８月役員・定例会  中田町会館  全員

2021年 ９月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
 2021年9月11日

月　日 行事名 場所 担当

 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

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26日 ●御霊神社例大祭(神事のみ) 御霊神社 会長

 10月17日  横浜市身体障害者運動会  横浜ラポール  井上 緑園会長

全員
10月16日 (土)

10月6日 中田連合　体育部会④ 中田町会館 山本、内藤、渡部




