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会長挨拶
新年、あけましておめでとうございます。
第３０期スポーツ推進委員の任期も残すところ２ヵ月となりました。スポーツ推進（元体育指導）委員制度が
施行されてから６０年、中田地区では２５０名を超える方々が関わられて来られました。諸先輩方の活動を継
承・発展させることが、現役委員の務めだと考えております。
現在、次期スポーツ推進委員の推薦が各自治会・町内会へ依頼されております。委員としての役割を理解し活
動できる方の推薦をお願い致します。
今後とも、地域のスポーツ活動を通して「住みたい街づくり」のために、スポーツ推進委員一丸となって取り
組んで参りますので、地域の皆様のご理解・ご協力をお願い致します。
今年が皆様にとって明るく希望に満ちたすばらしい一年となりますよう心からお祈りいたします。
【渡部会長：下村町内会】

横浜市スポーツ推進委員大会

(平成 29 年 1 月 15 日 関内ホール)
横浜市スポーツ推進委員大会
において、２０年：内藤氏、１
５年：佐藤裕氏、１０年：宮澤
氏、鈴木氏、甘崎氏、池田氏、
森山氏、常岡氏、丹藤氏の９名
の方々が永年勤続表彰を受章さ
れました。これまでの功績を称
えると共に今後の更なる活躍を
期待したいと思います。
（渡部会長：下村町内会）

表彰を受ける佐藤氏
勤続２０年を迎え

勤続１５年を迎え

朝日台自治会の宮沢です。 皆様方一人一人には大変にお世話になりました。
感謝の気持ちで一杯です。 副会長、総務、会計さんには、仕事などで日程的な
面で都合がつかない事もよくありました。 最後に 3 人の会長へ：面倒を良く見
て頂いたりした会長さんもありましてありがとうございました。

受章された皆さん
体育指導委員そしてスポーツ推進委員を委嘱されて２０年を迎えることが出来
ました。これも家族や自治会の理解と先輩方や仲間の御指導、協力があってこそ
でした。同期で委嘱されたのが１１名でしたが、１０年で同期がいなくなりまし
た。しかし毎期新しい仲間が加入して組織を活性化させてくれますので振り返っ
てみると楽しい時を過ごせたと思います。これから何年出来るか判りませんが、
仲間と共に歩んで行きます。
（内藤：中田踊場自治会）

15 年の永年勤続表彰の受賞を受け、当時の事を振り返ると、15 年前わが町内
会（山神前町内会）の体育指導員（現スポ－ツ推進委員）の方が家庭の事情で辞
める事になり、わが町内会から体育指導員が欠員となりました。当時の山神前町
内会会長の岩城さん（現連合副会長）から何度も何度も要請を受けましたが熱意
（愛情？）に負け、要請を受けてしまい体育指導員になりましたが中途採用委嘱
の為、ユニホームも支給されず、個性的な先輩方に翻弄されながら、はや、15
年振り返れば、いま後輩達からみれば自分がスポ－ツ推進委員の中で個性的な人
間になってしまいました。嫌々、引き受けたスポ－ツ推進委員でしたが、いつの
間にか仲間の大切さ感じ、あっという間に 15 年経ちました。昨年は自分の人生
も還暦という節目であり、スポ－ツ推進委員を古稀まで頑張れるよう精進してい
きたいと思います。また、素晴らしい仲間たちに感謝します。みんなで一緒に楽
しく、スポ－ツ推進委員をやりましょう！
（佐藤：山神前町内会）

60 才で第 26 期体育指導員をスタート致しました。会社の定年を機に地域を代
表する皆様と席を同じくさせて頂きました事に深く感謝を申し上げます。サラリ
ーマン時代とは違った地域の触れ合いをこの十年で十分に感じる事が出来まし
た。ありがとうございました。今後のスポーツ推進委員連絡協議会の益々の御活
躍をお祈りしております。
（鈴木：池谷自治会）
早いもので 10 年が経ちました。 これもスポーツ推進委員の先輩の御指導を
受けてきたからこそ続けて来れました。 改めて先輩の皆様へ感謝致します。こ
らからは、自分が後輩に対して指導していく立場だと認識しています。それから
今までの 10 年を振り返って見ると子ども達とのスポーツや行事などで出会う機
会の中で、子ども達の成長するありさまをその場で見る事が出来た事が一番の思
い出です。 最後に、微力ではありますが、これからも地域の為に貢献出来るよ
う頑張って行きますので宜しくお願い致します
（甘崎: 葛野町内会）
この度は、１０年表彰という事で、ここまでやってこれたのも皆様の御蔭と思
っています。振り返れば、スポーツ推進委員（旧体育指導員）にさせて頂いたの
は会社員時代のまだバリバリの頃でしたが、最初の１～２年目は定例会もそうで
したが、イベントにはあまり出席（参加）出来ていなかったように思います。そ
の後は、徐々にイベントに多く参加させて頂き、子ども達が参加するイベントに
係わるようになり楽しさも出てきて、あっというまに１０年が経ち、多くの人と
出会うことが出来ました。皆様に感謝申し上げます。 （池田: 東原自治会）

この度はスポ―ツ推進員 10 年表彰を頂くことが出来ました。 これはひとえ
に中田スポ推皆さんの協力のおかげです。 この場を借りて厚く御礼申し上げま
す。 有難うございました。戸塚に住んでいた時は町内行事にいっさいかかわら
なかった私が 10 年も続くとは思ってもいませんでした。スポ推に参加させてい
ただき新スポーツを学ぶとともにたくさんの、友人、知人を作ることが出来まし
た。此れからも微力ではありますが地域のお役に立てたらと思います。
（森山：広町自治会）
平成 19 年 4 月に双葉自治会総会で最後に残った役職が体育指導員でした。前任
者が欠席の為、役員からの引継ぎでは月に一回程度の会議位との説明でしたが、会
議に出席して連合町内会の行事は全部参加、他にも研修や抽選会等驚くばかりで
した。 最初の 1 年間は、一期で止めようと思い会議の後もお酒も飲まずに帰って
いましたが 2 年目から徐々にお酒を飲みに行くようになり(お酒の力はすごい)あ
っという間に 10 年が経っていました。 これからも 20 年を目標に頑張っていきた
いと思います。 宜しくお願いします。
（常岡：双葉自治会）
前任者が家庭の事情から降りることになり、町内会長に説得され、しぶしぶ私
が受けることになったというのが本音です。就任してみると、地域の様々な活動
の中心を担っていることが分かりました。当時の体指会長の、自分が選手で活躍
していた時は気が付かなかったが、準備してくれる人らがいて「輝けた」ことが
分かったとのお話を聞き、私たちの役割が地域にとって大切なものだと気付いた
次第です。
（丹藤：山百合自治会）

活動報告：一泊研修会 ［平成 28 年 11 月 5 日(土)～11 月 6 日(日)

山梨県道志村］

去る 2016 年 11 月 5 日～6 日にかけて第 30 期(後期)の一泊研修を山梨県道志村で行いました。リニアモ
ーターカーの見学では時速 500km を直に見ることが出来ました。蕎麦打ち体験では蕎麦打ちの奥深さを知
ることが出来ました、研修においてはソフトバレーの審判ジェスチャーの勉強やルール確認等、有意義な
時間を過ごすことが出来ました。参加された皆様はお疲れさまでした。（佐藤研修実行委員長：中下自治会）

活動報告：ふれあい Doing ［平成 28 年 10 月 29 日(土) 東中田小学校］
10 月 29 日(土)、東中田小学校にて『ふれあいＤoing』が行われました。今年は１５周年を迎え、私達
スポーツ推進委員、青少年指導員、PTA の企画委員、先生方と協力して開催されました。私達スポーツ推
進は、体力測定と体を使う遊びのコーナーを担当し沢山の子供達にふれあいました。土曜参観日の後か
ら開催したので、子供達や親御さん方が沢山参加され大いに盛り上がりました。自分は、お昼に学校給
食を頂き、メニューは、ビビンバと野菜スープをご馳走に成りました。量が多く味も美味しかったです。
昔は、この様なメニューは無かったと思いました。来年も今年以上に盛り上げを期待しています。
（百武編集だより委員：宮の台自治会）

活動報告：ウォ―キング研修会 ［平成 28 年 12 月 29 日(土) 江の島］
年末の 29 日に恒例になっているウォーキングを旧東海道、鎌倉に続いて今回は江の島で行いました。
途中、江の島神社にて一年のお礼とこれからの活動の無事を祈願してきました。（青木総務：中村町内会）
活動報告：ソフトバレーボール＆ファミリーバトミントン実技研修実施 (審判講習会)
［平成 28 年 11 月 26 日(土) 中田小学校体育館内］
去る、１１月２６日（土）中田小学校体育館に於いて「ソフトバレーボール」
「ファミリーバトミントン」
の実技研修を行いました。前半にソフトバレーボール、後半にファミリーバトミントンという流れで約２
時間ゲーム形式にて審判（主審、副審）の講習を行いました。ソフトバレーボールは、１２月４日（日）に
泉区スポーツ推進委員主催による泉区ふれあいスポーツソフトバレーボール大会があり、それに先立ち
我々中田地区スポーツ推進委員も大会の審判要請がありますので、そのときに恥をかかないためにも少し
でも実技を通して審判のハンド・シグナル、ホイッスルの吹き方などを会得して行く為に実技研修を行い
ました。また、ファミリーバトミントンにおきましては、泉区さわやかスポーツ講習会に参加した６名の
方々を中心にルールの解説をしながら皆でゲームを通して実技研修を行いました。 今回は、ソフトバレ
ーボール、ファミリーバトミントンの実技研修を行いましたが、他にペタンク、ドッチボールまたニユー
スポーツ等もスポーツ推進にとって審判の役割が重要になってきますので、今後は年３，４回を目標に年
間スケジュール表に盛り込み実施して行けたら良いと思います。
（池田副会長：東原自治会）

活動報告：中田新春マラソン大会 ［平成 29 年 1 月 15 日(日) 中田小学校］
平成２８年度 中田新春健康マラソン大会入賞者
距離

種別
中学生男子
一般男子Ａ

5.0Km
一般男子Ｂ
一般女子
小学生男子
小学生女子
2.5Km 中学生女子
一般男子
一般女子

１ 位
鍋田
18:55
山本
17:08
寺井
18:59
田代
21:12
渡辺
10:53
高橋
11:49
亀田
11:38
山本
11:04
吉岡
12:57

２ 位
亀田
20:05
亀田
17:32
田代
19:49
赤井
23:34
柳生
11:05
麻生
12:19
遠藤
12:02
鈴木
11:58
廣瀬
13:24

３ 位 参加者数
小室
120
20:10
小串
25
18:51
渥見
48
20:05
行田
32
23:51
潟山
75
11:11
小山
35
12:41
高橋
55
12:12
小串
12
12:01
木下
12
13:37
合計
414

２００７年初のスポーツイベントは、晴天に恵まれ多く
地域住民に見守られて無事に終了出来ました。
今年の完走者は４１４名で、昨年よりも４２名増えてい
ます。自分の目標に向かって完走された選手の皆さん、お
疲れ様でした。
（渡部会長：下村町内会）

編集後記
私は今回を持ちましてスポーツ推進員を終わりになります。家の地域は中田連合自治会の望月会長がお住
まいです。一つ運動会を例に取ってみても青少年指導委員、スポーツ推進委員、体育部が主体ですが、どこ
かが少なくなっても大変なことになりますので、チームワークが大切であるとの会長の言葉を聞く機会があ
りました。私も、一人一人の行動がバラバラでは、お客様へ喜ばれるに至らないと思います。最後にスポー
ツ推進委員の一員として活動出来た事を幸せに思っております。
（宮沢:朝日台自治会）

