
緑 区 ス ポ ー ツ 推 進 委 員 だ よ り

14日（土）  2016世界トライアスロンシリーズ横浜大会
 〈運営協力〉

5月

26日（日）  みどりスポーツフェスティバル　開催
  〈さわやかスポーツ普及委員会・緑区体育協会と共催〉

6月

25日（日）  横浜シーサイドトライアスロン大会 〈運営協力〉

9月

10日（日）  北部4区交流会　開催

7月

16日（日）  緑区民まつり 〈出店参加〉

10月

17日（木）  全国スポーツ推進委員研究協議会 〈研修会〉
23日（月・祝）  神奈川県スポーツ推進委員研修会 〈研修会〉
27日（日）  緑区スポーツ推進委員地区交流会　開催

11月

10日（土）  五大都市スポーツ推進委員研究会 〈運営協力〉
25日（日）  緑区ランニングフェスタ2016 〈運営協力〉

12月

15日（日）  横浜市スポーツ推進委員大会 〈参加・運営協力・永年勤続表彰〉

1月

4日（土）  神奈川県スポーツ推進委員大会 〈参加・永年勤続表彰〉
12日（日）  緑区スポーツ推進委員大会 〈研修会〉

2月

平成28年度平成28年度 緑区スポーツ推進委員の主な活動内容緑区スポーツ推進委員の主な活動内容
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　お亡くなりになられた横田前広報委員長に代わり
「Sports みどりNo.31」の編集を担当しました。
　「地区活動紹介」は、どの地区も子どもたちの笑顔が
目に浮かび、とても良いと思いますが如何ですか。

　私たちスポーツ推進委員は、今後もスポーツを通じて地域に貢
献したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

広報委員長　瀧田　雅男（白山地区）

生涯スポーツの研修と地区間交流を目的
とした緑区スポーツ推進委員大会が鴨居
小学校にて開催されました。
　さわやかスポーツ普及委員会の方々の

指導のもと、体育館ではシャフルボードとボッチャ、グラウンドではディスクゴルフの三種目を16班に分かれ行いました。
笑い声や歓声もあり、それぞれ他地区の方との親交を深めることができたと思います。
今日の体験を今後の地区活動に活かすことができればと思います。　　　　　　　　　　　　　   （鴨居地区　本村）
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◆横浜市スポーツ推進委員永年勤続者表彰◆横浜市スポーツ推進委員永年勤続者表彰
20年表彰：

10年表彰：

飯田 里美（東本郷）／長崎 清美（十日市場）
長谷川 徹、横田 次夫（霧が丘）
林部 治（東本郷）／入原 令子、織裳 浩二、相川 潤一（鴨居）
谷津 恵美子（白山）／若林 祐二（山下）
上西 利幸、齋藤 由佳（新治西部）／田中 民子（三保）
竹内 淳、菊池 節三（霧が丘）

◆神奈川県スポーツ推進委員連合会功労者表彰◆神奈川県スポーツ推進委員連合会功労者表彰
※市の10年表彰者が受賞

◆全国スポーツ推進委員連合表彰（30 年勤続）◆全国スポーツ推進委員連合表彰（30 年勤続）
河原　進一（長津田）

（十日市場）

平成28年10月13日、永年に亘り、緑区スポーツ推
進委員連絡協議会霧が丘地区広報委員として、市民
スポーツの振興と発展に御尽力されてきた、
横田  次夫氏（享年68歳）が急逝されました。
ここに深く哀悼の意を表するとともに、ご冥福をお
祈りいたします。

「 訃  報 」

平成   9年4月  緑区体育指導委員　委嘱
平成25年4月  緑区スポーツ推進委員連絡協議会　広報委員長　就任
平成29年1月  横浜市スポーツ推進委員永年勤続表彰（20年）　受賞

主な経歴

緑スポーツセンターにおいて世代を問わずスポーツを
気軽に楽しみながら、区民の健康増進を図ることを目的
に開催されました。当日は天気にも恵まれ、朝早くから多
くの参加者で会場内は熱気に包まれていました。各ブー
スでは歓声が途切れることは無く、何度も挑戦する参加
者の姿は個人・団体種目、老若男女問わず参加出来る種目
の良さが出ていて、スポーツを通じて体を動かす爽快感
や、それを見る楽しさだと実感させられた一日でした。
 （新治中部地区／飯田）

緑区スポーツ推進委員新規事業が横浜商科大学みどり
キャンパス総合グラウンドで開催されました。
この新規事業は、各地区の健民祭・運動会で実施されて

いる競技種目を持ち寄り、今後の地区活動に活かそうとい
う初めての試みです。
当日は6班に分かれてローテーションしながら「リング

＆ゴルフリレー」「玉入れ」「ボール送り」の3つの競技を体
験または運営し、和気あいあいとした中で新規事業は行わ
れました。
私は今回体験したことを自分の地区に持ち帰り、来年の

運動会の競技種目の選定に参考にしたいと思いました。
 （竹山地区／嵯峨）

5月14日（土）、15日（日）の2日間、山下公園周辺特設会
場にて開催されました。緑区スポーツ推進委員は、「エ
リート」の部と「パラトライアスロン」の部（各部14日開
催）に従事しました。トライアスロンは、スイム（水泳）・バ
イク（自転車）・ラン（マラソン）の三種目を連続して行い、
経過時間を競う競技です。世界各国より選手が参加して
おり、早朝からのスタートになりましたが、多くの人たち
が沿道から大きな声援と拍手で選手を応援する姿に感動
しました。 （三保地区／石神）

県立四季の森公園で緑区民まつりが行われました。
当日は秋晴れの中、昨年と同様にスマートボールとフ

リースローを実施しました。
受付開始の10時から大勢の方にお越し頂き、ボラン

ティアの小学生たちと一緒に運営しました。
スマートボールは昨年の反省を活かし、2コートを設け

たことで待ち時間が少なくなりました。また、ゲートや杭
を調節し、工夫しながらコート作りを行いました。
フリースローは、子どもから大人まで楽しんで頂ける

ようにゴールを近く低くしたり致しました。
短い時間ではありましたが、たくさんの方と交流でき

楽しい一日を過ごしました。 （長津田地区／川畑）

（
代
行
）

2 月12日（日）緑区スポーツ推進委員大会緑区スポーツ推進委員大会
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フェスティバル
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地区交流会（新規事業）地区交流会（新規事業）
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シリーズ横浜大会
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緑区民まつり緑区民まつり
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後谷後谷

霧が丘学園霧が丘学園

10月9日（日）、当日はあいにくの雨でしたが、竹山小
学校の体育館で雨天用のプログラムに変更して第45回竹

山大運動会が開催されま
した。
　毎年一番応援に熱が入
る“丁目対抗戦”は、接
戦の末、二丁目と三丁目が同点1位となり、代表者同士の
じゃんけんにより三丁目がその栄冠を手に入れました。
天気には恵まれませんでしたが、地域の絆がますます強
まったと感じられる一日になりました。　　　　 （嵯峨）

長津田地区

霧が丘地区

新治西部地区 十日市場団地地区 山下地区

三保地区
新治中部地区

白山地区

竹山地区

東本郷地区

鴨居地区

◉竹山大運動会◉竹山大運動会

◉三保地区健民祭◉三保地区健民祭

◉東本郷体育祭◉東本郷体育祭

◉第 58 回鴨居地区大運動会◉第 58 回鴨居地区大運動会

◉第 36 回 
　山下マラソン大会
◉第 36 回 
　山下マラソン大会

◉新治西部地区健民祭◉新治西部地区健民祭◉長津田地区ソフトボール大会◉長津田地区ソフトボール大会

◉どんど焼き◉どんど焼き

◉十日市場団地地区健民祭◉十日市場団地地区健民祭

10月23日（日）、中山中学校において、連
合自冶会・社会福祉協議会主催で開催され
ました。1部は地
区内の生徒に募
集 し た 防 犯
キャッチフレー
ズの表彰式が行
われ、2部は地域
住民と『ふれあ
い』の場『運動不
足解消』に繋が
る種目で参加者
全員が全力で声
援、競技をして
良い汗を流しス
トレス発散出来
ました。  （飯田）

10月10日（月）、第25回健民祭を雨天
の為一日延期となりましたが、大勢の参加

者が集まり開
催 さ れ ま し
た。
競技は、マ

ラソンや玉入
れなど子ども
から大人まで
頑張っている

姿が見られました。
また、十日市場中学校の生徒さんの協力
や昼食時の三保小ハミングバードの素晴ら
しい演奏
もあり、
楽しい一
日になり
ました。
 （石神）

◉白山福祉まつり◉白山福祉まつり
5月15日（日）、第10

回白山福祉まつりは4月
に起こった熊本地震で
「被災された方たちへ
の義援」を合言葉に緑
小学校において開催さ
れました。
やきそば、やきとり等の模擬店は沢山の人たちで賑わ

い、体育館ではのど自慢やこどもたちのヒップホップダ
ンスで盛り上がりまし
た。そして、売上金は
熊本県庁に、募金頂い
た義援金は赤十字社に
お届けできました。

　（瀧田）

8月11日（木）、今年から新たに制定された「山の日」の
祝日に森村学園のグランドで恒例のソフトボール大会が開
催されましました。
長津田地区の8チームが2ブロックに分かれ、トーナメン

ト形式で試合が行われました。どの試合も白熱したゲーム
になり、また来年の開催を約束して大盛況のなか閉会しま
した。　　　　　 （川畑）

1月15日（日）、晴天の下、連
合自治会主催の年始恒例どんど
焼きがスポーツ広場（霧の里）に
て行われました。
各家庭から持ち寄られたお正月

の松飾り，注連縄（しめなわ）な
どを焚き上げ、一年の身体健
康・無病息災・家内安全など
を祈願しました。
グラウンドでは“一輪車に
乗ろう”企画が催され、小学
部の先生方も見守る中、子ど
もたちの楽しそうな笑顔が見
られました。　　　  （内村）

10月10日（月）、今年の健
民祭は、前日の雨により一日
順延して行われました。参加
者は競技に勤しみ爽やかな汗
と歓声を上げ、地区優勝目指
し、頑張り楽しんでいました。
私たちスポーツ推進委員はスポーツを通じて地域の

保護者をはじめ、子ど
もたちに係ることを最
大の意義として、これ
からも子どもたちの成
長を見守っていきま
す。　　　　　（半揚）

10月2日（日）、今年もよく晴
れた健民祭日和の中、十日市場中
学校にて開催されました。
今年初めて採用した競技の“目方でドン”では、皆戸惑いな

がらも大変盛り上がり、来年もまた継続して実施しようと思
いました。また、“借りもの
競争”では、子どもたちに誘
われて年配の方たちも気持
ちよく参加して頂き、とても
楽しい大会になりました。

（久保田）

10月10日（月）、役員で準備
を整えていましたが、雨天のた
め一日延期で開催されました。

祭日が休みでない方もいるので
各地区参加状況が様々でした
が、スポーツ日和の一日でし
た。
対抗戦などは、地区の特色が

よく出て迫力があり、楽しい一
日となりました。　　  （林部）

10月10日（月）、鴨居小学校校庭
において開催されま
した。
雨のため1日順延

となりましたが、予
想以上に参加者が多く集り、各チーム気合いが
入った熱戦が 繰り広げられました。
今年の優勝は昨年に続き黄色チーム（第四地

区）の連覇となりました。　　　　　   （本村）

1月29日（日）、山下地区 
恒例のマラソン大会が行わ
れました。小学生（低学年・
高学年）と中学生以上の一般参加者が、男女に分かれ７

コースで西八朔町と小
山町の農道を走りまし
た。今年は、292名と昨
年よりも少ない参加者
となりましたが、寒さに
負けず皆元気に走る姿
にとても感動しました。

（渡部）

◉第 19 回
　「地域ふれあいフェスティバル」
◉第 19 回
　「地域ふれあいフェスティバル」

フーセンであそ
ぼう

フーセンであそ
ぼう

がんばれーがんばれー

がんばってがんばって

プレイボール！！プレイボール！！
優勝おめでとう

！
優勝おめでとう

！ 準備もばっちり
！

準備もばっちり
！

白熱の対抗リレ
ー！

白熱の対抗リレ
ー！

がんばれーがんばれー

神ってる！神ってる！

大盛り上がりです
！

大盛り上がりです
！

手を離さないで
ね

手を離さないで
ね

良い年になります
様に

良い年になります
様に

恒例、野菜争奪
戦！

恒例、野菜争奪
戦！

同点1位！同点1位！

ガンバレガンバレ

負けないで！負けないで！

がんばって～がんばって～

それひけ～それひけ～

準備よし準備よし

狙いは籠だ！！狙いは籠だ！！

よいしょ！よいしょ！

ヤッタ！優勝 !!ヤッタ！優勝 !!

各地区活動のお問合せは、スポーツ推進委員か事務局まで


