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１１月２４日（日）
、第６回青葉区民マラソン大会が開催されました。折良く雨が上がって、空には輝かしいス
タートゲートを想起させる美しい虹がかかり、色付き始めた沿道の木々に雨粒が輝くなか、参加者 844 名が一斉
にスタートを切りました。年々増える参加者の中で完走者は 828 名でした。大会アンバサダーとして参加して頂
いた“谷口浩美さん”は、爽やかな笑顔で沿道の方々に手を振りながらゆったりと走り、オリンピアンと一緒に
走れた方々も楽しそうでした。沿道では多くの方々が、最後の走者が走り過ぎるまで、旗を振り声援を送ってい
ました。
承認 区連会第２号
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フトボール大会を開催。今年は、地域の学校関係者も参加 たしました。美しが丘公園から、早淵川に沿って都筑中央
し、共に白球を追った足跡と笑顔は、地区の活性化に繋が 公園まで約 5 ㎞を歩く毎年恒例の遠足です。秋晴れの中、
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９月８日（日）、横浜美術大学グラウンドにて第３６回

中里北部地区
1２月８日（日）
、鴨志田中学校庭をスタートして寺家

中里地区
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10 月 20 日（日）、鉄小学校にて中里連合スポーツ大

9 月 8 日（日）、ソフトボール大会を開催しました。晴天

ソフトボール大会を開催しました。雨に見舞われて３年ぶ ふるさと村を周回する『第７回ふるさとマラソン大会』を 会を開催しました。地域の恒例行事として定着しているス の下、試合は順調に進み、会場 2 面を使った同時進行の決勝
りの開催も、台風接近 開催しました。快晴・気温５度のコンディションの中で、 ポーツ大会です。年に一度、いつもの競技が体力チェック 戦と 3 位決定戦を残すのみとなりました。その熱戦の最中に
で予選リーグの途中で 小学３年生から、中学生、一般まで男女２６０名が参加、 になれば嬉しいです。身体を動かして、景品をいっぱいゲ 突然の豪雨、みるみるうちに、グラウンドは水浸しに、試合
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恩田地区
９月２２日（日）、横浜美術大学グラウンドにて、ソフ

上谷本地区
１１月１７日（日）
、みたけ台中学校で体力測定会が開

市ケ尾地区
１２月１日（日）、１０月中旬の台風で延期された市ケ

荏田地区
９月２２日（日）、赤田東公園にて、ソフトボール大会

トボール大会を開催しました。9 チーム（青葉台地区から 催されました。毎年行われているこの行事は、われわれス 尾連合自治会の体育祭が市ケ尾小学校で実施されました。 を開催しました。秋晴れの青空を白球が何度も上がる空中
2 チーム参加）を 3 ブロックに分け、予選を戦いました。 ポーツ推進委員以外にも青少年指導員や地域のスポーツ 冬の寒さを心配していましたが、約２５０名の人が集い、
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青葉台地区
１０月２０日（日）
、青葉台中学校でふれあい運動会を
開催しました。
玉入れ・綱引き・パン食い競争などの競技で、ラグビー
ワールドカップ™に負けな
い熱い戦いをして、地域の
一体感（ONE TEAM）を
得ることができました。

谷本地区

荏田西地区

１１月２３日（祝）は、第２回荏田西ミニ運動会の開
10 月 6 日（日）、恒例の谷本連合体育祭が行われ
ました。途中雨が降りましたが、皆さんの気迫に押 催予定日でした。しかし、当日は残念ながら雨で中止にな
され最後の福引会まで大盛り上がりでした。競技に りました。来年も開催する予定ですので、みなさん奮って
ご参加ください。
出れば必ず賞品がもら
えるので、来年もたくさ
んの地域の皆さんの参
加をお待ちしておりま
す。

新荏田地区
１０月６日（日）、荏田小学校で新荏田地区運動会が行
われました。あいにくの小雨でし
たが、今年もたくさんの方に参加
して頂きました。かけっこ・綱引
き・種目も景品も盛りだくさんで
す。準備から片付けまで地域一丸
となり、皆で気持ちの良い汗をか
きました。

第 10 回横浜シーサイドトライアスロン大会
令和元年 9 月２９日（日）
長い下り坂からカーブを経て直線となるポイント。競技者はギアを入れ替え
てスピードを上げていく区間の、そんな場所が青葉区スポーツ推進委員の担当
区域でした。
当日朝は雨が降ったものの、その後は晴れ、むしろ蒸し暑さを感じる中での
スタートでした。
濡れた路面でのスリップを心配しましたが、我々の担当区域での事故はな
く、無事任務を完了しました。競技者を応援しながらの業務でしたが、我々の
声援に応えてくださる人も多く、
「ガンバレ！」
「ありがとう！」のやりとりが
気持ちのいい大会となりました。

横浜マラソン２０１９
令和元年 1１月１０日（日）
第５回となるフルマラソン・７分の１フルマラソン・７分の１フルマラソン
（車いす）
・2ｋｍ（車いす）の大会がみなとみらい大橋～パシフィコ横浜のコ
ースで快晴の中、開催されました。
青葉区スポーツ推進委員は約２８,０００名のランナーのスタートブロック
の整列案内誘導係を担当しました。
8 時１０分のスタート式の後、8 時２０分に７分の１フル（車いす）
、８時
３０分にフルマラソン・７分の１フルが号砲を合図にスタートしました。
スタートの合図から 40 分かかって全ランナーがスタートを完了。スタッフ
はごみ拾い後に活動を終了しました。

青葉区民まつり２０１９
令和元年 11 月 3 日（祝）
青葉区最大のイベント青葉区民まつりが青葉区総合庁舎周辺で開催されました。今
年は青葉区制 25 周年の祝いの式典も行われ、約 5 万７千名の人達でおおいに賑わ
いました。青葉区スポーツ推進委員担当の第二体育館のスポーツ体験ゾーンでは、デ
ィスゲッターフープ・ビンゴボッチャ・ストラックアウト・グラウンドゴルフの体験
が楽しめ、小さな子どもの親子づれから小学生の仲良しグループ・ご近所仲間・ご年
配の方たちまでさまざまな方の歓喜と笑顔が体験終了時間まで体育館いっぱいにあ
ふれかえっていました。

令和元年度表彰者
■横浜市スポーツ推進委員永年勤続者表彰
１０年表彰 鈴木 延吉
恩田地区
原
徳保
山内地区
１５年表彰 白井 健一
中里地区
藤田 龍男
谷本地区
深田 達朗
奈良地区
嶌田 陽一
奈良北地区
２５年表彰 土志田紳一
恩田地区
山﨑 知子
青葉台地区
髙橋 充
荏田地区
１０年表彰者は「神奈川県スポーツ推進委員連合会功労者表彰」も受賞
■横浜市スポーツ推進委員連絡協議会退任者表彰
３０年退任表彰（３０年以上退任）
倉本 文江
山内地区
退任者表彰（区会長歴任）
白井 勇次
中里地区
★

編集後記

上田
野島
花山
安部

悦子
逸策
幸子
秀子

美しが丘地区
青葉台地区
美しが丘地区
山内地区

★ラグビーW 杯は「最も偉大な W 杯として記憶に残る」と称賛され、日本代表もトップ 8 を成し

遂げて大成功のうちに幕を閉じました。いよいよ、2020 オリ・パラの年です。熱い！夏まで待てません！

