2022年06月 中田地区スポーツ推進委員定例会議事
朱書きは、決定・訂正事項

司会 林主任

2022年6月15日

１. 挨拶
中田町会館
無し
２. 報告事項 … 各担当者
(1) ５月19日（木）「泉区さわやかスポーツ普及委員会」に出席（森山、菊池、渡部）。…森山委員
◎さわやかスポーツ体験会：９月11日、２月11日◎さわやかスポーツ大会：11月20日 予定。◎事業報告、予算案承認。

(2) ５月21日（土）「地域の子ども交流支援事業」に参加（尾山、熊谷、原木）。…熊谷氏
◎万華鏡つくり：中田地区青指主体として実施。 卓球、室内ペタンク、バドミントン、ラダーゲッター
◎幼児6+小学生51+保護者34 計91名、青指+スポ推=21名参加。 合計112名。
(③) ５月24日(火) 「子ども交流支援事業」会議に出席(内藤、百武)。⇒詳細は３－(１，４)参照。…百武委員
◎４月：体力測定主体、５月：万華鏡つくり主体の実施状況報告。今後の実施予定確認。
(4) ５月24日（火）「全国スポーツ推進委員連合への加入に関する説明会」に出席。 ⇒詳細別紙参照。
(⑤) ５月24日（火）「泉区スポーツ推進委員研修部会」に出席（原木、渡部）。 ⇒詳細は３－(３)参照。
(6) ５月25日(水)、29日(日)「中田連合自治会 役員・理事会」について…渡部会長
◎今年度の事業は、実施する方向で検討する。 ⇒ ◎各自治・町内会から集める会費も例年通り。
◎文化部長：安西氏（向根下）、防災部長：井上氏（下村）に依頼。⇐規約上、連合自治会長の指名。
◎第28期青指 26名。地域福祉保健推進委員会・経営委員会・中田町会館管理委員会メンバー報告。
(7) ６月１日(水) 「中田連合自治会 体育部会」に出席（山本、内藤、渡部）。 … 山本副会長
◎連合役員・SP推・体育部員（19名/29名中）の自己紹介。 合計26名出席。
◎７月17日（日）予定の小学生ドッジボール大会は、十分な準備・対策が出来ないことから中止とする。
[06・07月の実績・予定表]
月 日
行事名
場所
担当
時刻
6月1日
中田町会館
(水) 中田連合自治会 体育部会①
19:30 ～ 山本、内藤、渡部
6月6日
会長
(月) 例大祭 関係団体長と総代人会議 御霊神社神楽殿
19:00 ～
6月8日
泉区スポ推会長
06月定例会
泉区役所
4ABC
会長
(水)
19:30 ～
6月9日
中田町会館
(木) 中田連合 大運動会準備委員会
19:30 ～ 会長、副会長、相談役
●「子ども水泳教室」、「新規イベント」 中田町会館
18:00 ～ 対象者
6月11日
(土)
●中田地区 ６月役員会
中田町会館
19:00 ～ 役員・主任他
6月12日
中田小学校
(日) ●さわやかスポーツ講習会
9:00 ～ 希望者
6月14日
中田町会館
会長
(火) 深谷跡地を考える会
19:00 ～
6月15日
踊場地域ケアプラザ
(水) ●中田地区 ６月定例会
19:30 ～ 全員
⇐本日
6月18日
立場地区センター
(土) ●地域の子ども交流支援事業
9:00 ～ 支援者 11名
6月18日
立場地区センター
会長
(土) 和の会 第１回理事会
18:30 ～
6月20日
地域福祉保健推進委員会
中田町会館
青木
副会長
(月)
14:00 ～
6月22日
中田町会館
高橋、会長
(水) 中田連合自治会 役員会
19:30 ～
6月25日
青木副会長
(土) 地域福祉保健推進委員 代表者会議 中田町会館
14:00 ～
6月26日
中田町会館
高橋、会長
(日) 中田連合自治会 理事会
9:30 ～
みなみ総合センター４階 8:30 ～ 支援者６名？
7月1日
(金) ●ボッチャ指導支援
7月3日
中和田小学校
(日) ●泉区SP推 全員研修会
8:45 ～ 全員
7月6日
中田町会館
(水) 中田連合自治会 体育部会②
19:30 ～ 山本、内藤、渡部
泉区役所 4ABC
7月7日
(木) さわやかスポーツ普及委員会
19:30 ～ 森山、菊池、渡部
7月12日
中田町会館
会長
(火) 中田経営委員会 役員会
19:00 ～
泉区スポ推会長
07月定例会・懇親会
会長
7月15日
泉区役所
4ABC、やぶ
(金)
19:00 ～
立場地区センター
●地域の子ども交流支援事業
9:00 ～ 支援者３名
中田町会館
7月16日
(土) ●「実技（一泊）研修委員会」
18:00 ～ Ｃグループ
中田町会館
●中田地区 ７月役員・定例会
19:00 ～ 役員・主任他
7月18日 (月・祝) ●泉区ソフト協会との親善試合
和泉遊水地
8:00 ～ 希望者
7月19日
(火) 地域の子ども交流支援事業会議 立場地区センター
19:00 ～ 内藤、百武、原木
7月20日
中田町会館
高橋、会長
(水) 中田連合自治会 役員会
19:30 ～
中田町会館
7月24日
高橋、会長
(日) 中田連合自治会 理事会
9:30 ～
青木副会長
7月25日
中田町会館
(月) 地域福祉保健推進委員会
14:00 ～
7月27日
泉区役所 4ABC
青木副会長
(水) 泉区スポ推 広報部会
19:30 ～
※ 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 !!

(8) ６月６日(月)「御霊神社例大祭 関係団体長会議」に出席。…渡部会長
◎例大祭西廻り神輿渡御は、車（榊車、お囃子、神輿）で移動。◎露店無し。◎協力依頼は別途検討。
(9) ６月８日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長６月定例会」について。 … 渡部会長
1) 「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会６月定例会」について：下記の議題に含む…石川会長
◎ 「2022世界トライアスロンシリーズ横浜大会」の結果報告及びアンケートについて
※アンケート依頼：各地区で取りまとめの上、令和４年６月24日(金)までに事務局に提出。
②) 「泉区スポーツ推進委員新任研修会」について…森藤会長
詳細は３-(３)参照。
3) 「水泳教室開催」予定について 中田地区未定。中川地区開催予定。
◎ 緑園地区 実施予定。 ◎中田地区 実行委員会で検討中。⇒6/11:中止決定。
④) 「横浜マラソン2022」への運営協力について…事務局 詳細は３-(５)参照。
5) 「伊勢山小学校の特別授業」について 11月23日(火)午前中 ボッチャ予定。詳細は９月定例会。
6) 「泉区ソフトボール協会との親善試合」について ７月18日（祝）8:00-。6/20までに報告。…小園会長
◎中田地区からの参加は、渡部のみ。

7) 全国連合加入（全員）について 中田地区は未加入意向（確認中）。…石川会長
8) 11月３日（木・祝）泉区民ふれあい祭り出店の賛否について ⇒中止。…石川会長
9) ７月定例会後、泉区スポ推地区会長懇親会（会費3,000円）を開催。…井上会長
※８月定例会、暑気払いは中止。
(10) ６月９日（木）「中田連合自治会 大運動会準備委員会」に出席。 … 良知副会長
◎山木体育部長と相談の上、会長、副会長、相談役が出席（体育部山木氏＋SP推６名）。
◎６月理事会を介して各自治・町内会の意向を確認、その後対応を検討する。
(11) ６月11日(土) 「子ども水泳教室」実行委員会開催。(Dグループ ７名出席) … 伊藤委員長
◎今年度、中田小学校プールの貸出無し。 ⇒「中田・しらゆり地区子ども水泳室」は中止とします。
◎実行委員会(Dグループ)では、今年度中にマニュアルを作成する。
(12) ６月11日(土) 「新規イベント」検討委員会開催。(14名出席) … 原木委員長
◎スポ推出張イベント（モルック）を検討。 ⇒詳細別紙参照。 承認。
(13) ６月12日（日）「さわやかスポーツ講習会」：中田小学校校庭・体育館に参加。…菊池委員
◎参加者39名+事務局１名。中田スポ推９名参加。 ⇒３グループ １種目45分 で実施。
◎校庭：モルック、グランドゴルフを実施。 ◎体育館：ボッチャを実施。
３. 検討・確認事項
(1) 「地域の子ども交流支援事業」について …原木副会長 ⇐先月募集、別紙にて最終確認。
実施日： ６月18日（土） 立場地区センター ９：30～12：00（集合９：00） 雨天決行
内 容： 室内ペタンク、ラダーゲッター、卓球、バドミントンほか（中田SP推主担当）人員：９名最終確認。
服 装： スポ推の服装、ホイッスル、上履き ◎ラダーゲッターを中田地区準備：( 常岡氏 )
(2) 「ボッチャ指導支援」について …渡部会長 ⇐別紙にて募集。
日 時：2022年７月１日（金）10:00～11:30 (８:30集合コート準備) 場 所：みなみ総合センター４Ｆ
対象者：ＪＡ横浜中田支店女性部
◎ボッチャ指導 ６名 ：指導料？？円
(3) 「泉区スポーツ推進委員全員研修会」について …原木副会長 ⇐先月募集、別紙にて最終確認。
日 時：2022年７月３日（日）８：45受付～13：30？ 場 所：中和田小学校 体育館・校庭 雨天中止
対象者：泉区スポーツ推進委員全員
種 目：応急処置講義、ペタンク、モルック予定。
服 装： スポーツ推進委員の服装、帽子、上履き
◎役員集合 ８：15（原木、山本、渡部）
※開催可否は、前日15時に森藤会長判断。⇒各地区会長へメール連絡。⇒各グループ長へ連絡。HPへ登録。

(4) 「地域の子ども交流支援事業」について …百武委員 ⇐別紙にて募集。
実施日： ７月16日（土） 立場地区センター ９：30～12：00（集合９：00） 雨天決行
内 容：中田地区青少年指導員主担当 スポーツ支援者：中田地区３名。（原木、田中、佐藤）
服 装： スポ推の服装、ホイッスル、上履き ◎ラダーゲッターを中田地区準備：( 原木氏 )
(5) 「横浜マラソン2022」への運営協力について…渡部会長 ⇐別紙にて募集。
日程：令和４年10月30日（日）
従事場所：未定（パシフィコ横浜及び横浜市庁舎周辺エリア）
時間：午前５時15分集合予定 （活動時間：6:10～11:00予定） ７月15日(金)までに事務局へ提出。
従事人数：泉区66名。 中田地区(16)：例年通り新任者、昨年度予定者を優先。⇒別紙にて出席確認。
４. 各種委員会報告、その他
(1) 各委員会報告 … 無し。
(2) 配付物
a). 「全国スポーツ推進委員連合への加入に関する説明会」議事録。 ⇐別紙にて募集。
◎加入希望者を役員・定例会で確認・募集したが、希望者無し。⇒今期、中田地区SP推は未加入とする。
(3) その他

スポーツ推進委員が出張体験会を実施します！

モルック

やってみませんか！

◇皆様の自治会・町内会へお邪魔してモルックの体験会を開催します◇

モルックって何？
○フィンランド発祥の誰でもできる屋外型軽スポーツです
○モルックと呼ばれる木製の棒を投げて、スキットルと呼ばれる木製のピンを倒します
○スキットルの倒れた本数とそこに書かれた数字により得点を得ます
○その得点の合計点が先にピッタリ５０点にしたプレイヤーの勝ちです

スポーツ推進
委員でやって
みました！

◆出張体験会について
・スポーツ推進委員が道具を持って町会へお邪魔します
・自治会・町内会では、開催場所と参加者を募ってください
・ご不明な点は、自治会・町内会のスポーツ推進委員へお尋ねください

詳しくは、
裏面別紙を
御覧ください

別 紙

出張モルック体験会のご案内
中田地区スポーツ推進委員
◆実施概要
・最近話題の軽スポーツ「モルック」の体験会を開催します。
・スポーツ推進委員がモルック道具一式（最大５セット）を持って自治会・町内会へ伺います。
・スポーツ推進委員がルールの説明、競技の審判を担当します。
※中田地区スポーツ推進委員では、モルック以外でもボッチャ、ペタンク等の体験会、競技の補助に
伺いますので、お気軽にお声掛けください。
◆モルック競技について
・子どもから高齢者まで、男女や障害の有無など体力に関係なく、誰もが楽しめる軽スポーツです。
・対戦形式です。個人戦でもチーム戦でもできます。チームは、２～４人でチームを組みます。
個人でも参加できますし、ご家族、ご友人でチームを組んでも良いでしょう。
・１ゲームは１５分～２０分程度です。
◆自治会・町内会で実施頂くこと
①体験会の実施の有無、日時候補を決定してください。半日程度(暑い時期は午前中)が理想です。
⇒上記の内容が決まりましたら、自治会・町内会のスポーツ推進委員にご連絡ください。
開催日時、実施内容を調整させて頂きます。
②開催場所（屋外・近隣の公園がおススメです）を確
保してください。競技１ヵ所あたり、幅４ｍ・長さ
１０ｍ程度の平らな場所(芝生や土)が必要です。
③掲示板や回覧板で日時、場所を告知し、参加者を募
集してください。
（最大で４０～５０名の参加を想定しています）
・コロナ対策・熱中症対策は、自治会・町内会で実施してください。スポーツ推進委員は、道具一式
の消毒等を担当します。
◆備考
・屋外型スポーツで、木製の道具を使うため、雨天中止とします。
・参加者が多い場合は、ゲーム時間を制限して実施いただく場合があります。

☆☆モルック競技の動画は右のＱＲコードからご覧ください☆☆

