
年間行事予定令和4年度

　平素より青葉区スポーツ推進委員連絡協議会
の活動にご支援、ご協力を頂き感謝申し上げま
す。スポーツ推進委員はスポーツの普及・振興の
ため、地域と行政、区民相互のコーディネーター
として、区民の皆様がスポーツを楽しみ、健康な
生活を送れるように様々な活動を通じてサポー
トを行っております。
　今年度は昨年同様にコロナウイルスの猛威により、大きなイベントは自粛と
なりましたが、６月に実施した青葉区民グラウンドゴルフ大会は、規模縮小、会
場分散、ソーシャルディスタンス、道具消毒などの新しい生活様式に基づいた工
夫を取り入れました。また、青葉区民マラソン大会はオンライン開催、各地区の
スポーツイベントにおいても新しい様式や工夫により小規模にて開催いたしま
した。今後もコロナウイルスとの闘いは続きますが、さらなる工夫をかさね区民
の皆様が少しでも健康で健やかに暮らせるように活動してまいりますので、ご
理解・ご協力をお願いいたします。

　スポーツ推進委員の皆様には、日頃から本市
及び青葉区のスポーツ振興に多大なご尽力をい
ただき、誠にありがとうございます。皆様には、
各地域でのスポーツイベントの企画・運営はも
とより、横浜マラソンや世界トライアスロン大
会、青葉区民マラソン等、様々な面でお力添えを
いただいております。こうしたイベントは、皆様
のご理解・ご協力があってこそ開催できるもの
であり、改めて厚く御礼を申し上げます。
　さて、今年度は「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」と「北京
2022オリンピック・パラリンピック競技大会」が開催されました。日本選手団の
活躍は、私たちに多くの感動と勇気を与えるとともに、「スポーツの力」を再認識
させてくれました。また、終息の見えないコロナ禍の今だからこそ、自身の健康
を保つため、スポーツの重要性に気付かれた方も多いのではないでしょうか。
　今後とも皆様には地域スポーツの振興を通じて、区民の健康・体力づくりや生
涯を通じたスポーツ習慣の形成にお力添えをいただければと思います。
　引き続き皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

５月14日（土）～15日（日）

6月3日（金）

6月19日（日）

7月

7月

7月下旬

9月16日（金） 

9月下旬

10月中旬

11月上旬

11月3日（木・祝）

11月17日（木）・18日（金）

11月23日（水・祝）

11月27日（日）

12月下旬

12月10日（土）

1月15日（日）

2月5日（日）

2月中旬

3月18日（金）

2022世界トライアスロンシリーズ
横浜大会（青葉区：15日（日）予定）

関東スポーツ推進委員研究大会

第12回区民グラウンドゴルフ大会

青葉区スポーツ推進委員夏季研修会

北部4区スポーツ大会

青葉区スポーツ推進委員夏季懇親会

Sports青葉第42号発行

第11回横浜シーサイドトライアスロン大会

横浜市身体障害者運動会

横浜マラソン2022

青葉区民まつり2022

全国スポーツ推進委員研究協議会

神奈川県スポーツ推進委員連合会
研修会（実技研修会）

第9回青葉区民マラソン大会

青葉区スポーツ推進委員冬季親睦会（忘年会）

五大都市スポーツ推進委員研究集会

横浜市スポーツ推進委員大会

神奈川県スポーツ推進委員大会

青葉区スポーツ推進委員冬季研修会

Sports青葉第43号発行

山下公園周辺

横浜市

青葉スポーツプラザ

未定

未定

青葉区内

海の公園、
横浜八景島シーパラダイス　他

横浜ラポール

パシフィコ周辺

未定

滋賀県草津市

横須賀市

未定

青葉区内

横浜市

未定

相模原市

青葉区内

20人

会長

24人程度

80人程度

青葉区、港北区、都筑区、緑区 各24人

20人程度
（現地区会長・異動した人（事務局）・スポ推OB）

未定

10人

1人程度

75人程度

20人程度

2人程度

120人程度

30～35人程度
（現地区会長含め各地区約2～３名）

会長

45人程度

20人程度

80人程度

未定

開催月日　　　　　　　　　　　　　　事業名　　　　　　　　　 　　　　　会場　　　　　　　　　　　　　　備考

横浜市スポーツ推進委員 退任者表彰

勤続30年以上の退職者　太田 悦子　市ケ尾　平成元年4月1日～　令和3年3月31日
表彰区分　　　　　 氏名　  地区名　　　在任期間　　　   　退任年月日

（推薦者合計人数：1名）

（推薦者合計人数：13名）横浜市スポーツ推進委員 永年勤続者表彰

10年表彰

表彰区分　　   氏名 　　 地区名　
杉山 秀紀　 上谷本
加藤 淳一　　山内
水谷 隆　　　荏田

25年表彰

表彰区分　　   氏名 　　 地区名　
森 佳春　 　市ケ尾
三部 清一　　恩田
飯嶌 雅彦     山内

15年表彰

表彰区分　　       氏名     　　 地区名　
伊東 尚憲
宮下 恵美子
陸川 均（地区会長）
雨宮 欽也
伊久美 立雄
井汲 達也
足立 美幸

谷本
谷本
恩田
青葉台
奈良
奈良

美しが丘

（推薦者合計人数：2名）

神奈川県
スポーツ推進委員連合会表彰

関東スポーツ推進委員協議会
表彰（勤続30年）

10年表彰

表彰区分　　   氏名 　　 地区名　
加藤　淳一　山内
水谷　隆　　荏田

中里

中里北部

市ケ尾
上谷本

地区名　　       氏名
谷口 健三
海老根 隆明
大羽賀 裕明
上原 雅彦
中井 孝昌

（推薦者合計人数：2名）

勤続
30年表彰

表彰区分　　         氏名        　　 地区名　
西村 進（区副会長）　中里北部
田所 修　　　　  　　青葉台

全国スポーツ推進委員連合功労者表彰

（推薦者合計人数：1名）
功労者表彰
表彰区分　　         氏名          地区名

髙橋 充（区会長）　  荏田

青葉区スポーツ推進委員連絡協議会
会長　髙橋 充

青葉区長 小澤 明夫

地区名　　       氏名
谷本
恩田
青葉台
奈良
奈良北

武井 清子
三部 清一
長藤 利信
澤村 健一
加藤 秀樹（地区会長）

地区名　　       　　　  氏名
山内
荏田
荏田西
新荏田
すすき野
美しが丘

倉本 陽一
小出 愛
東浦 崇之（地区会長）
小野 まどか（地区会長）
内田 和寿
山脇 且也（地区会長）
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15地区の活動紹介地区便り

写真は、委員が撮影した新荏田からの景色です。

　6月3日（日）、青葉スポーツプラザにて『青葉区民グラウンドゴルフ大会』を
開催しました。当時のコロナ感染はやや落ち着きつつあるものの予断を許さぬ
状況でした。
　そこで、感染対策として、２部制とし、前半チームのゲーム終了後に後半チー
ムがスタートすることでグラウンド内での密の回避を、また、通常は16ホール
の合計で順位を競うところ、8ホールとし、ホール間の間隔をできる限り広く
取り、密の回避に留意しました。
　さらにマスク着用の徹底、参加者の待機場所でのゆとりのある間隔の確保、
貸出用具の消毒の徹底をしました。２年ぶりの大会で８ホールのみのゲームと
なり、物足りなさを感じた参加者もいらっしゃったかもしれませんが笑顔の絶
えない半日となりました。

　2021年5月15日（土）・16日（日）の2日間に渡り、『2021ワールドトラ
イアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会』が開催されました。
　今年の大会は、海外選手含め選手全員が事前にPCR検査を行う等、新型コ
ロナウイルス対策を徹底して行われ、我々、青葉区スポーツ推進委員は、16日
エイジ大会のバイクコースの沿道警備を行いました。
　観戦自粛の中、大きな声が出せないため、沿道の観客も選手を拍手で見送る
これまでにない大会となりました。
　しかし、参加された1,043名の選手の皆さんはコロナ禍の中でも鍛えられ
ていた様子が窺われ、スイム、バイク、ランと力強く、ひたむきに競技に向き合
う姿に我々も元気を頂きました。
　来年こそは声援の中、競技を行って頂きたいものです。

　11月13日（土）江田ビレジ自治会にて、『ボッチャ
体験会』を行いました。
　コロナ禍で活動がままならないなか、マスク、手袋
でしっかりと対策をしながら、三世代混合のチーム戦
は一投ごとに「うまい！」「惜しい！」「大逆転だー！」
と歓声が上がりました。参加賞を受けとり、「皆またや
ろうね！」と約束を交わしました。

世界トライアスロン大会報告 区民グラウンドゴルフ大会報告

荏田地区11
　荏田西地区では、毎年11月23日（祝）に開催してい
る『荏田西ミニ運動会』をメインイベントとして活動
しています。残念ながら昨年もコロナウイルスの影響
で中止となりましたが、今年は4年ぶりの開催を目指
して準備を進めています。

荏田西地区12

　一昨年末から続くコロナ禍の中、残念ながら今年度
においても、殆どの活動が制限され、
此れといった報告事項もなく、しいて報告できると言
えば、嶮山グランドの備品倉庫の清掃整理くらいのも
のです。という事で、写真は、11月定例会出席者の皆
さんです。来年度に期待したいと思います。

すすき野地区14
　新荏田地区は昨年度もコロナの影響で全てのイベ
ントが中止になりました。コロナがこのまま落ち着い
た状況が続けば、少しずつ再開できるかと思います。
ウォーキングなど屋外での活動も企画したいと思っ
ております。3地区と小規模ですが、委員の交代もな
く引き続き頑張ります。

新荏田地区13

　12月5日（日）山内中学校にて、『グラウンドゴル
フ団体戦』を開催しました。好天の下、約150名が
参加して熱戦を繰り広げました。例年の渋滞するバ
スケットボールのコートを利用した超高速ホール
の使用は見送り、スムーズにゲームが進行しまし
た。ホールインワン18名、1人で2回達成する強者
もいらっしゃいました。コロナ感染の状況もやや落
ち着いて、参加者の笑顔も多かったように思えま
す。1位は荏子田A、2位から4位を保木自治会が独
占しました。

山内地区10

　11月23日（祝）美しが丘地区恒例の『みんなで歩こ
う秋の遠足』を開催いたしました。
　天候にも恵まれ、さわやかな秋晴れの中、お子様か
ら年配の方まで早淵川沿いを楽しく散策しました。
　毎年開催しておりますので、来年の参加をお待ちし
ています。

美しが丘地区15

　11月20日(土)秋晴れの下、『ノルディックウォー
キング』を開催いたしました。コロナ禍にあっての
久々の行事開催でした。ノルディックウォーキングは
ポールを使って歩きながら全身運動が出来るスポー
ツです。
　谷本小学校で集合→準
備運動→ポールの使い方
の説明を受けてから鶴見
川沿い～北八朔公園～谷
本小学校と約2.5Kmを歩
きました。少し汗ばみなが
らのとても気持ちの良い
運動となりました。

谷本地区05
　12月12日(日)、柿の木台第一公園でモルックの
体験会を行いました。大人と子供合わせて20名以上
が参加し、ほとんどの人は初めての体験でしたが、中
には10年前から試合に出ている猛者も！
　スポーツ推進委員のデモンストレーション後、
4チームに分かれ試合を行いました。スポーツ推進委
員と青少年指導員が審判に入り、歓喜の声を聞きなが
ら楽しい時間を
過ごしました。

上谷本地区04

　7月10日（土）、青葉スポーツプラザで『グラウン
ドゴルフ大会』を開催しました。前日に雨が降り、グ
ラウンド状態が不安でしたが、参加者18名と少な
いながらも、楽しく活動できました。新型コロナウ
イルスの影響で行事が実施できない状況ですが、
『歩こう会』等を企画していますので、皆様の参加を
お待ちしております。

※写真は本文とあまり
関係ありませんが（笑）、
昨年のトライアスロン
大会での警備中の勇姿
です。

恩田地区
陸川 均新会長

市ケ尾地区03

　恩田地区では、秋にはソフトボール大会、春には
各地域団体とグラウンドゴルフ大会を共催してき
ました。また、子ども会主催のスポーツ大会、マラソ
ン大会のサポートをしてきました。しかしながら、
2020年以降は新型コロナの影響で行事のほとん
どが中止でした。
　一日も早く、新型コロ
ナが収束し、行事を通じ
て子どもたちの明るい
笑顔が見れるように
願っています。

恩田地区06

　 2021年もコロナ禍で活動はほぼ自粛となりま
した。2022年こそは新メンバーを加えた13名全
員で、安心して楽しく参加できるよう、スポーツ・レ
クリエーションの飛躍の年にしたいと思います。皆
さんのご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。

奈良地区08
　青葉台地区は、三部会長をはじめ総勢23名の推進
委員で活動しています。
　例年、秋に開催される『ふれあい運動会』、小学生向
けに春と夏に『ソフトボール』・『ミニバスケットボー
ル』・『サッカー』等の運営を行っています。また、秋に
は高齢者も楽しめる『グラウンドゴルフ大会』を開催
しています。
　現在コロナ禍で活動は全くできていませんが、再開
できるように1日も早い終息を心から願っています。

青葉台地区07
　非常事態宣言も10月で解除となり、迎えた11月
13日（土）、14日（日）両日に『奈良北祭』が雲一つない
晴天の下で行われました。
　第一日目（11/13（土））は集会場の中で『ケーキづ
くり』や『手作り作品の展示・販売』等色々な催しが行
われ、外のちびっこプール前では洋服、陶器等『福祉バ
ザー』が行われ、奈良北団地に、近隣の方々が沢山お見
えになり賑わっておりました。
　第二日目（11/14（日））では奈良地域ケアプラザの
主催で『ウォーキング教室』が1部と2部に分かれて開
催されました。
　皆さん思い思いの出で立ちで1部と2部合計で約
23名が参加しま
した。皆さん楽し
そうに会話をし
たりして普段の
ストレスを発散
していました。

奈良北地区09

　中里地区では、来る3月に『グラウンドゴルフ大会』
を予定しています。昨年はコロナ禍のなか中止となり
ましたが、青空の下、元気に楽しく地域の交流が図れ
る地区恒例のイベントです。
　緊急事態宣言等の状況を見ての開催判断となりま
すが、開催の際は、多くの皆様にご参加いただければ
と願っています！

中里地区01
　11月7日（日）に開催された『中里北部ウォークラリー大
会』は、新型コロナウイルスの影響で各イベント・催しが中止
となっていたので、久しぶりのイベントとして行われました。
　青少年指導員との協力の上、前回までと少し違った形式
を考案しての開催となりました。
　決められたルートを設定せず、行動範囲を設け各チェッ
クポイント及びウィザードポイントを通過すれば自由に
ルート選択が出来るようにしました。また、クイズやゲーム
（モルック等）をウィザードポイントで用意しグループごと
に挑戦してもらい、ゴール後に答え合わせを行う等しまし
た。子どもから大人まで皆さん
が楽しめる大変有意義なイベ
ントになりました。
　今後も当面コロナ禍は続く
と思われますが、十分な感染対
策を取りながら、できる範囲で
イベント等の活動を進めたい
と思います。

中里北部地区02

写真は、2018年のミニ運動会の模様です。


