
司会　熊谷総務 (4) ２月23日(木・祝) 「中田連合自治会 ペタンク大会」支援

朱書きは、決定・訂正事項 ◎参加者　16チーム　　SP推８名参加。

１. 挨拶 中田町会館 (5) ２月25日（土）「第34期中田地区スポーツ推進委員　初会合」開催
◎第34期スポーツ推進委員の推薦を依頼中ですが、未だ2名不足しています。 ◎参加者　連合２名、新任SP推２名、再任SP推22名　計26名出席。

◎この後、「第32・33期の中田地区スポ推お別れ会」予定ですので、検討・確認事項のみ行いたいと思います。 ◎区役所提出済推薦書　29名／32名。（３月17日現在）　⇒本日現在、中田地区スポ推30名決定。

２. 報告事項 … 各担当者 ◎第34期中田地区スポ推連絡協議会会長　渡部氏（第33期会長）を選出。

(1) ２月12日（日）「さわやかスポーツ体験会」について…菊池 委員、渡部委員、（山木委員） ・副会長も第33期副会長を再任。　業務分担を検討。

◎泉中央公園にて、輪投げ、ラダーゲッター、ナインゴール、モルック実施。 (6) ３月11日（土）～12（日）「泉区地区会長会一泊研修、3月度定例会」実施。
◎地域住民ほか　115名参加。　さわやかスポーツ普及委員18名参加。 1) 一泊研修　地区会長10名＋区役所　計11名参加。

(2) ２月17日（金）「立場地区センターまつり準備」支援…長谷川氏、土田氏、高橋氏 ◎三島大社→韮山反射炉→修善寺→伊豆長岡（泊）→サイクルスポーツセンター→伊東マリンタウン→区役所

２月19日（日）「立場地区センターまつり片付け」支援…森山氏、熊谷氏 2) ３月１日（水）「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会３月定例会」…石川 会長

(3) ２月22日(水)、26日（日） 「中田連合自治会 役員・理事会」について…（高橋、渡部出席） ◎「ワールドトライアスロン大会」「横浜マラソン2022」の振り返りについて
◎防災部組織分掌とマニュアル規程について　理事会承認。 ◎令和４年度「横浜市教育委員会」表彰について

・防災部の細則、防災部運営マニュアル、災害対策本部規程。 保土ヶ谷区：広田会長　都筑区：森会長　磯子区：佐藤副会長

◎2023年度中田連合自治会　事業計画案について　理事会承認。 ◎「ワールド・パラトライアスロンシリーズ（2023/横浜）大会」の運営協力者確認…事務局
◎「敬老会」と「福祉大会」との統合を検討して欲しい。　⇒今後検討する。 3) 「臨時活動補助金の支給」について（３月定例会にて支給）…井上会長、石川会長

◎中田マーチングの地域移行について　…令和５年度は中田・東中田小学校生徒を対象とする。 ◎中田地区スポ推　16,000円受領　⇒　本会計へ。

4) 「第34期横浜市スポーツ推進委員委嘱式」について…事務局

[02～04月の実績・予定表] ◎４月11日（火）18:30- 受付（ユニフォームサイズ確認）　　泉公会堂…全員へ案内状送付。

時刻 5) 「第34期横浜市スポーツ推進委員連絡協議会三役案」について…事務局

(日) 9:30 ～ ◎会長：石川（和泉北部）　副会長：諏訪間（富士見が丘）、高橋（中川）　会計：井上（緑園）  案

(火) 19:00 ～ 6) 「さわやかスポーツ普及委員」の選出について…事務局

(金) 14:00 ～ ◎各地区SP推　２名以上推薦　4月25日までに事務局提出。

(日) 14:00 ～ 7) 「次年度　研修部会」について…森藤会長

(月) 19:00 ～ ◎4月26日（水）19:30～　区役所４ABC会議室　…中田地区研修担当副会長出席のこと。

(水) 19:30 ～ (7) １月12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

(木・祝) 8:00 ～ ◎「令和５～６年度さわやかスポーツ普及委員」選出・継続依頼について　…上記(6).　6)参照。

(土) 19:00 ～ ◎「令和５年度さわやかスポーツ普及事業計画」について　…基本的には今年度と同じ。　会議開始 19:00-

(日) 9:30 ～ (8) ３月18日（土）「地域の子ども交流支援事業」開催

(火) 19:00 ～ ◎青指：空気砲作り。　スポ推：室内ペタンク、卓球、ラダーゲッター、バドミントンほか

(水) 19:00 ～ ◎幼児４+小学生33＋保護者14　計61名、青指+民生：21名、中田スポ推：５名参加。　合計 87名。

(土) 9:00出発

(月) 19:00 ～ ３. 検討・確認事項 … 各担当者

(火) 19:00 ～ (1) 「中田さくらまつり」について　…渡部会長　⇐別紙にて参加者募集 モルック体験会を実施する。

(水) 19:30 ～ ◎令和５年３月26（日）10:00～15:00　中田小学校校庭　（小雨決行）

9:00 ～ ◎モルック（２セット）を実施。…中田スポーツ・文化振興会協力。

18:00 ～ ⇐本日 ◎アルコール類は自粛して欲しいとの事ですので、終了後、中田町会館にて反省会実施？

(日) 9:30 ～ (2) 「中田地区スポーツ推進委員連絡協議会監査」について…渡部会長

(月) 19:00 ～ ◎令和５年４月８日（土）　19:00-　中田町会館にて実施。⇒監査結果は４月22日 ４月定例会にて報告。

(水) 19:30 ～ ◎監査、会計、会長、副会長、総務、主任、各委員長は出席願います。

(日) 9:30 ～ (3) 「第34期横浜市スポーツ推進委員委嘱式」について　…渡部会長

(日) 10:00 ～ ◎令和５年４月11日（火）　19:00-　泉公会堂にて実施。

(水) 19:30 ～ ・受付 18:30～　（ユニフォームサイズ確認）　・委嘱式終了後もサイズ確認可能。

(土) 19:00 ～ (4) 「中田地区スポーツ推進委員連絡協議会暫定役員会」について…良知副会長

(火) 19:00 ～ ◎令和５年４月14日（金）　19:00-　中田町会館にて実施。

(金) 19:00 ～ ◎来期会長・副会長および現会計・総務・相談役ほか

(水) 19:30 ～

(土) 19:00 ～ ４.  各種委員会報告、その他

(日) 9:30 ～ (1) 「スポーツ推進委員だより」第34号　区HPに登録しました。…菊池 委員長

※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 !! (2) 「白百合自治会」は、来期も中田連合自治会に残留します。…山本副会長

3月18日 (土)

4月14日 ●第34期中田SP推　暫定役員会 中田町会館 第34期SP推暫定役員

4月22日 ●第34期中田SP推　４月定例会 中田町会館 第34期SP推全員

4月23日 中田連合自治会 総会 南農協 高橋、会長

4月11日 ●第34期SP推　委嘱式 泉公会堂 第34期SP推全員

4月19日 泉区スポ推会長 ４月定例会 泉区役所 4ABC 会長

4月5日 第33期スポ推地区会長予定者会議 泉区役所 第34期会長予定者

4月8日 ●中田地区　2022年度監査 中田町会館 監査、会長・会計他

3月26日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 高橋、会長

3月26日 ●中田さくらまつり 中田小学校校庭 全員

3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 百武、原木、内藤

3月22日 中田連合自治会 役員会 中田町会館 高橋、会長

●中田地区　３月定例会・お別れ会 中田町会館 全員

3月19日 ●さわやかスポーツ体験会 境川遊水地公園・今田遊水地 森山、渡部、（山木、長谷）

●地域の子ども交流支援事業 立場地区センター 支援者 ６名

2月26日 中田連合自治会 理事会 中田町会館 高橋、会長

泉区スポ推会長一泊研修・３月定例会 伊豆・修善寺方面 会長

さわやかスポーツ普及委員会

3月11日

3月15日

3月7日 深谷通信隊跡地構想PJ 中田町会館 会長

3月8日 「中田さくらまつり」打合せ 中田小学校図書室 会長

3月13日

2月20日 「中田さくらまつり」打合せ 中田小学校図書室 会長

泉区役所 4ABC 森山、菊池、渡部、（山木、長谷）

中田連合自治会 臨時役員会 中田町会館 高橋、会長

中田経営委員会 中田町会館 会長（欠席）3月14日

2月23日 ●連合　ペタンク大会 中田小学校校庭 対象者 ８+３名

2月25日 ●第34期中田SP推　初会合 中田町会館 第34期SP推全員

2月22日 中田連合自治会 役員会 中田町会館

2月19日 ●立場地区センターまつり片付け 立場地区センター 対象者 ２名

2023年03月　中田地区スポーツ推進委員定例会議事
2023年3月18日

月　日 行事名 場所 担当

2月12日 泉中央公園

2月17日

2月14日 深谷通信隊跡地構想PJ 中田町会館 会長

●さわやかスポーツ体験会 菊池、渡部、（山木、長谷）

●立場地区センターまつり準備 立場地区センター 対象者 ３名

高橋、会長


