
司会　原木副会長 (5) ４月２日（土）「中田スポ推連絡協議会 2021年度監査」について　…長谷川監査、佐藤監査

朱書きは、決定・訂正事項 ◎一般会計及び慶弔費については、適切に監理されており、問題ないことを確認した。

１. 挨拶　… 未だに感染者の減少が見られません。　お互いに注意しましょう。 中田町会館 ◎行事関係については、コロナ禍で行事が中止となる中、スポ推だよりの発行やモルックの実技研修、

２. 報告事項 … 各担当者 地域の子供交流支援事業などを実施しており、活動を継続する努力が伺えた。

(1) ３月21日（月・祝） 「地域福祉保健推進委員会」に出席。…青木副会長 また、中止となったもののマラソン大会の代替え企画を連合より依頼された際には、

◎プロジェクトの推進状況報告ほか …公園遊びほか　　6月25日：代表者会議開催。 Bグループが中心となり企画立案を行い、依頼に応えていた。

(2) ３月22日(火) 「地域の子ども交流支援事業会議」出席。(百武、内藤) … 内藤相談役 (6) ４月11日（月）「泉区スポーツ推進委員　広報部会」について。…青木 副会長

◎４月16日（土）「地域の子ども交流支援事業」予定通り実施。体力測定主体（和泉中央地区主担当） ◎ 広報誌「躍動」を辞めて年一回「広報紙」を発行。　⇒　題名「躍動スポ推」　12月発行予定。

◎2022年度　活動計画案について　…青少年指導員主催時も支援要請有り。⇒予定表に反映済。 (7) ４月13日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長４月定例会」について。 … 渡部 会長

(3) ３月23日（水）、27日（日）「中田連合自治会 役員・理事会」について…渡部 会長 1) 石川会長、深川区長、市川副区長、塗師課長　挨拶

◎2021年度決算、2022年度次期予算案について　⇒承認。 2) 区役所ほか人事異動について

◎連合自治会総会について　４月24日（日）10時～　　JAみなみ総合センター　開催。 泉区副区長　市川 一弘　⇐　村田氏　　　横浜市SP協会地域連携担当　山田 武史　⇐　常澤氏

◎第28期（2022,2023）青少年指導員推薦について　現状25名／27名。推薦をお願い致します。 3) 「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会４月定例会」について　…石川会長

◎「公園遊び」の推進について　近郊自治・町内会の協力をお願い致します。 ◎令和３年度「横浜市教育委員会表彰」について　神奈川・港南・旭・金沢・青葉区会長　５名受賞。

(4) ３月27日（日）「中田地区ニュースポーツ研修会」について … 熊谷 総務 ◎令和４年度「横浜市スポーツ推進委員協議会予算案」について　承認。

◎SP推13名 +門城さん子供 +青指：國分、小山 +長谷、山木 +麓市議、山崎氏秘書　計20名参加。 4) 「ワールドトライアスロン・パラシリーズ（2022/横浜）」運営協力依頼について　…事務局

◎モルック、ラダーゲッター、ペタンクを研修。　⇒ペタンクのビュット無し。今期購入したい。 5) 「令和４年度関東スポーツ推進委員研究大会神奈川大会の運営スタッフ」について　石川会長参加。

[03・04・05月の実績・予定表] 6) 「令和４年泉区スポーツ推進委員連絡協議会予算案」について…井上会長、石川会長

時刻 ◎地区交付金の改定（減額）　全国連合全員加入のため　⇒中田地区は反対。

(月,祝) 10:00 ～ 7) 「泉区スポーツ推進委員広報誌」について　４月11日部会開催…櫻田会長

(火) 19:00 ～ 8) 「令和４年泉区スポーツ推進委員全員研修会」について　研修部会で企画、勤続５年表彰予定…森藤会長

(水) 19:30 ～ 9) 「泉区さわやかスポーツ普及委員会の活動予定」について…地域連携担当　　⇒予定表に反映済。

(日) 9:30 ～ 10) 第33前期事業報告書・収支決算書、後期事業計画書・収支予算書の提出について（４月20日まで）…事務局

(日) 13:30 ～ 11) 「支給ユニフォーム代の一部活用（提案）」について　ユニフォーム支給細則改定を検討…石川会長

(土) 18:30 ～ 12) 「地域の子ども交流支援事業」担当者　立場地区　亀井　隆　⇐　中村氏

(月) 19:30 ～ (8) ４月16日(土)　「地域の子ども交流支援事業」について…良知 副会長

(水) 19:30 ～ ◎体力測定を主体として実施。　卓球、室内ペタンク、バドミントン

9:00 ～ ⇐本日 ◎幼児6+小学生21+中学生4+保護者14　計45名、スポ推9+5=14名参加。 区役所：中村さん、千田さん

18:00 ～ (9) ４月16日(土) 「子ども水泳教室」実行委員会開催。(Dグループ 　名出席) … 伊藤委員長

19:00 ～ ◎開催日　2022-08-03（水） ～ 08-07（日）予定。　⇐中田小学校へ借用書提出・承認依頼。

(火) 19:00 ～ ◎中田小学校校長先生の話：実施できるか不明。　各自治・町内会でのポスター・回覧数を来月定例会で確認します。

(金) 19:00 ～ ３. 検討・確認事項

(日) 10:00 ～ (1) 「前期事業・決算報告、来期事業計画・予算（案）」について … 渡部会長、土田会計、常岡会計

(水) 19:30 ～ ※４月２日（土）の監査にて承認を得ましたので報告します。⇒別紙参照。…詳細は回覧。

(水) 19:30 ～ ◎中田地区スポーツ推進委員連絡協議会 2021年度事業報告、2022年度事業計画案…会長

(土) 14:00 ～ ◎中田地区スポーツ推進委員連絡協議会 2021年度決算、2022年度予算案…会計

(土) 18:00 ～ ◎泉区・中田連合自治会提出用決算・予算案…今年度より区別して報告。…会長 全て承認。

(土) 19:00 ～ ※以上の2021年度事業・決算報告書、2022年度事業計画・予算案の承認をお願い致します。

(日) 6:00? ～ (2) 「地域の子ども交流支援事業」について　…内藤相談役　　⇐別紙にて参加者募集。

(月) 14:00 ～ 実施日：　５月21日（土）　立場地区センター　　９：30～12：00（集合９：00）　雨天決行

(火) 19:00 ～ 内　容：中田地区青少年指導員主担当　　SP推支援要請人員：３名程度。　…原木、尾山、熊谷

(水) 19:30 ～ 服　装：　スポーツ推進委員の服装、ホイッスル、上履き　　◎ラダーゲッター準備(中田地区)

(木) 19:30 ～ (3) 中田地区スポ推新規事業　「モルック体験・大会（案）」について … 渡部 会長

(土) 9:00 ～ ※地域住民が参加できる体験会、大会の企画をお願い致します。…Bグループ？　希望者？

(火) 19:00 ～ ◎実行委員会方式で企画検討する。　委員長：原木氏　５月定例会でメンバー募集する。

(火) 19:30 ～ ４.  各種委員会報告 … 特に無し。

(水) 19:30 ～ ５.  その他

(日) 9:30 ～ (1) 配付物 a).  第33前期事業報告書・収支決算書、後期事業計画書・収支予算書

※ 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 !! b). 第33後期 中田地区スポーツ推進委員活動予定・実績表 rev.C

中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

4月27日 泉区スポ推 研修部会 泉区役所 4ABC 原木副会長、会長

4月19日 深谷跡地を考える会 中田町会館

会長

5月25日

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 原木、尾山、熊谷

5月18日 ●中田地区　５月定例会 踊場地域ケアプラザ 全員

5月19日 さわやかスポーツ普及委員会 泉区役所 4ABC 対象者

4月16日 (土)

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 支援者 10名

●「子ども水泳教室」委員会 中田町会館 Dグループ

●中田地区　４月役員・定例会 中田町会館 全員

5月15日 世界トライアスロン大会支援 トマト薬局前 良知、尾山、熊谷、渡部

5月11日 泉区スポ推会長 05月定例会 泉区役所 4ABC 会長

5月17日 中田経営委員会　役員会 中田町会館 会長

5月14日 中田経営委員会総会 中田町会館

●「子ども水泳教室」委員会 中田町会館 Dグループ5月14日

5月16日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館 青木副会長

会長

4月24日 中田連合自治会 総会 JAみなみ総合センター 対象者

5月14日 ●中田地区　５月役員会 中田町会館 役員・主任他

4月22日 中田地区社会福祉協議会　理事会 中田町会館 会長

3月27日 ニュースポーツ研修会 中田小学校 全20名参加

4月2日 中田地区　2021年度監査 中田町会館 14名出席

4月13日 泉区スポ推会長 04月定例会 泉区役所 4ABC 会長

4月11日 泉区スポ推　広報部会 泉区役所 4ABC 青木副会長

3月22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

3月23日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 会長

3月27日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 会長

2022年04月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
2022年4月16日

月　日 行事名 場所 担当

3月21日 地域福祉保健推進委員会 中田町会館 青木副会長

5月24日 泉区スポ推 研修部会 泉区役所 4ABC 原木副会長、会長

5月29日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 会長

5月21日

5月24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


