
司会　熊谷総務 (3) 10月30日(日) 「横浜マラソン2022」支援（18名）…渡部会長

朱書きは、決定・訂正事項 ◎全種目計20,407人完走者(完走率93.4%)。　◎アンケートは11月25日（金）渡部へ提出。

中田町会館 (4) 11月２日(水) 「中田連合自治会　体育部会」に出席（山本、内藤、渡部）…内藤相談役

１. 挨拶 ◎11月23日（水・祝）中田町宮ノ前公園にて「ペタンク大会」を開催。⇒詳細は 3-(2)参照。

「横浜マラソン2022」、「泉区民ふれあい祭り」、「中田連合自治会　文化祭」ほかの支援、ご苦労様でした。 ◎「中田軽スポーツ体験イベント」 400～600名参加。　◎「中田新春健康マラソン大会」開催予定。

２. 報告事項 … 各担当者 (5) 11月３日（木・祝）「泉区民ふれあい祭り」支援について（熊谷、渡部）…熊谷総務

(1) 10月16日(日)「富士見丘自治会 モルック支援」について…長谷川監査 ◎さわやかSP普及委員会と共に、輪投げ、ナインゴール、グラウンドゴルフを実施。

◎「防災訓練&子供会イベント」開催に併せ、モルック支援を行いました。 ◎一般参加者 1,000名以上参加。　◎SP推OB 山木氏、鈴木氏、長谷氏も支援参加。

(2) 10月18日（火）「地域の子ども交流支援事業会議」に出席（百武、原木、内藤）。…原木副会長 (6) 11月５日（土）、６日(日) 「中田連合自治会　文化祭」支援。…金子氏

◎11月19日(土)　スポ推(中田地区担当)　中田SP推８人　　◎12月17日(土)　スポ推(和泉中央)＋青指　中田SP推８人 ◎５日：会場準備　12名参加。　６日：軽スポーツ実施、後片付け　16名参加。

※１２月の活動は、青指さんがクッキー作りを３年ぶりに開催です。スポ推は受付も担当することになりました。 ◎33期発行の「スポ推だより」ほか展示。　◎ペタンク、モルック、ラダーゲッターを実施。

(7) 11月９日（水）「泉区スポーツ推進委員地区会長11月定例会」について。 … 渡部会長

[10～12月の実績・予定表] 1) 「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会11月定例会」について：下記の議題に含む…石川会長

時刻 ◎12月10日（日）「五大都市スポーツ推進委員研究集会」横浜市で開催。…石川会長参加。

(日) 8:30 ～ ◎11月23日（水・祝）「神奈川県スポーツ推進委員研修会」横須賀市で開催。…石川、熊谷、井上参加。

(火) 19:00 ～ 2) 「伊勢山小学校特別授業」について（支援者確認）  ⇒　追加募集中

(水) 19:30 ～ ◎実施日： 11月22日（火）授業としてボッチャを実施。（集合時間８:00）　中田地区：長谷川、熊谷、渡部

(日) 9:30 ～ 3) 第34期横浜市スポーツ推進委員の改選について　中田地区 32名予定。

(日) 5:30-出発 ◎11月中下旬：区から区連会へ依頼　◎11月下旬～12月上旬：区から推薦依頼関係書類の送付

(水) 15:00 ～ ◎令和５年２月24日（金）：推薦報告書の提出期限（自治会町内会→区役所）

(水) 19:30 ～ ◎令和5年3月下旬：区スポ推３役の内定　　◎令和5年4月11日（火）：区主催の委嘱式

(木) 8:30 ～ 4) 各専門部（広報、研修、活動）の報告、連絡

(土) 8:00 ～ ◎広報部会：11月15日（火）原稿締切（提出先は事務局）　◎11月30日（水）19時30分＠４ＡＢＣ会議室

(日) 9:00 ～ ◎活動部会：11月22日（火）19時30分＠４ＡＢＣ会議室

(火) 19:00 ～ 5) 「泉区スポ推会長懇親会・忘年会」について　各地区２名まで：11月28日までに事務局へ報告。

(水) 19:30 ～ ◎令和４年12月14日（水）　19:00-定例会、19:30-忘年会　　◎場所：かごの屋立場店。

18:00 ～ ⇐本日 (8) 11月12日（土）Ｃ・Ｄグループ会議開催　…伊藤氏、尾山氏

19:00 ～ ⇐本日 ◎ 「子ども水泳教室」引継ぎ資料作成中。来年度実施して再検討する。…伊藤委員長

(日) 8:20 ～ ◎ 中田SP推独自の行事に関しては、感染症の状況などを考慮して判断します。…尾山委員長

(木) 19:30 ～ ３. 検討・確認事項 … 各担当者

(土) 9:00 ～ (1) 「地域の子ども交流支援事業」について　…原木委員　⇐別紙にて募集。

 (日)  8:00 ～ ⇐中止連絡有り ◎１１月１９日（土）スポ推（中田地区担当）中田スポ推８人　⇒10月定例会で募集済（最終確認）

(火) 8:00 ～ ◎実施日：　12月17日（土）　立場地区センター　　９：30～12：00（集合９：00）　雨天決行

(火) 19:30 ～ 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８名。

(水) 8:00～ 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：( 　？？ 氏 )

(水) 19:30 ～ ※青指：クッキー作り。　スポ推：受付、軽スポーツ。

(日) 9:30 ～ (2) 「中田連合自治会　ペタンク大会」について　…渡部会長　⇐別紙にて支援者募集

(水) 19:30 ～ ◎実施日：　11月23日（水・祝）　中田町宮ノ前公園　　９：30～12：00（集合８：00）

(日) 9:00 ～ ※コート作成、審判。　　◎支援要請人員 10名。（弁当有り）

(水) 19:30 ～ (3) 「泉区ふれあいスポーツ」について（別紙にて支援者確認）。…渡部会長

12:00～ ◎日時：令和４年12月４日（日）10:00～14:00（従事は９：00～15:00）　◎場所：泉スポーツセンター

16:30～ ◎支援者：泉区35名。　中田地区６名。　　10月定例会で募集⇒事務局報告済。

(日) 19:30 ～ (4) 「中田SP推　モルック大会」について。…尾山氏　　⇐別紙にて参加者募集

(水) 19:00 ～ ◎実施日：12月10日（土）　中田町宮ノ前公園　12:00集合  　　◎反省会　中田町会館　16:30-

9:00 ～ (5) 「中田SP推　ウォーク研修&忘年会」について。…尾山氏　　⇐別紙にて参加者仮募集

18:00 ～ ◎日時：令和４年12月29日（木）　　　詳細は次回定例会に提示。

19:00 ～ (6) 「横浜市スポーツ推進委員大会」について　…渡部会長　⇐別紙にて参加者募集

(火) 19:00 ～ ◎令和５年１月15日（日）　関内ホール　　泉区受付：13時～13時30分　⇐11月28日事務局提出。

(水) 19:30 ～ ◎永年勤続10年表彰　佐藤氏、良知氏、土田氏　＆　一般要請人員８名/中田地区（30名/区）。　

(日) 9:30 ～ ４.  各種委員会報告、その他

未定 (1) 委員会報告　　特に無し。

未定 (2) 配布物 ◎ふれあいスポーツ　チラシ

※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 !! (3) その他 ◎「踊場地域ケアプラザ　利用団体登録」については、更新しない。…出席者承認。

●中田地区 スポ推ウォーク研修 未定

●中田地区 スポ推忘年会 未定

12月21日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 高橋、会長

12月25日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 高橋、会長

12月29日 (木) 全員

●中田地区　12月役員・定例会 中田町会館 全員

12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 内藤、百武、原木

12月14日 泉区スポ推会長 12月定例会・忘年会 かごの屋 原木副会長、会長

●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

12月17日 (土) ●中田地区　Ｄグループ会議 中田町会館 Dグループ

同　上　　反省会 中田町会館

マラソン大会主任会議 中田町会館

12月7日 中田連合自治会 体育部会⑦ 中田町会館 山本、内藤、渡部

●中田SP推 モルック大会 中田町宮ノ前公園

12月11日

12月10日 (土) 全員

11月30日 泉区スポ推　広報部会 泉区役所 4ABC 青木副会長

12月4日 ●泉区ふれあいスポーツ大会 泉スポーツセンター 支援者 ６名

11月23日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 高橋、会長

11月27日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 高橋、会長

11月23日 ●中田自治会 ペタンク大会 中田町宮ノ前公園 10名

 11月20日  ●さわやかスポーツ グランドゴルフ大会  和泉遊水地 ３・４池  森山、菊池、渡部、（山木、長谷）

11月22日 ●伊勢山小学校 ボッチャ支援 伊勢山小学校 長谷川、熊谷、渡部

●中田地区　C・Ｄグループ会議 中田町会館 C・Dグループ

●中田地区　11月役員・定例会 中田町会館 全員

●泉区民マラソン大会 和泉遊水地４池

11月22日 泉区スポ推　活動部会 泉区役所 4ABC 山本副会長、会長

長谷川、林、渡部

11月17日 さわやかスポーツ普及委員会 泉区役所 4ABC 森山、菊池、渡部、（山木、長谷）

11月19日 ●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 支援者 ８名

11月8日 中田経営委員会 中田町会館 会長

11月9日 泉区スポ推会長 11月定例会 泉区役所 4ABC 会長

11月5日 ●中田自治会 文化祭準備 中田小学校 12名

11月6日 ●中田自治会 文化祭・片付け 中田小学校 16名

内藤、百武、原木

11月2日 中田連合自治会 体育部会⑥ 中田町会館 山本、内藤、渡部

11月3日 ●泉区民ふれあい祭り 和泉遊水地３池 熊谷、渡部

10月30日 ●横浜マラソン2022 トマト薬局前 18名

11月2日 ●泉区民ふれあい祭り 準備 和泉遊水地３池 会長

2022年11月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
2022年11月12日

月　日 行事名 場所 担当

11月12日 (土)

11月13日

10月19日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 高橋、会長

10月23日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 高橋、会長

10月16日 ●モルック支援：富士見丘自治会 東中田小学校 支援者 ６名

10月18日 地域の子ども交流支援事業会議 立場地区センター


