
緑 区 ス ポ ー ツ 推 進 委 員 だ よ り

13日（土）  2017世界トライアスロンシリーズ横浜大会〈運営協力〉
5月

25日（日）  みどりスポーツフェスティバル2017　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

24日（日）  横浜シーサイドトライアスロン大会 〈運営協力〉
9月

9日（日）  北部4区交流会　開催
7月

15日（日）  緑区民まつり   〈※雨のため出店取り止め判断〉
29日（日）  横浜マラソン2017 
　　　　　　　　　　　〈運営協力※台風接近のため中止〉

10月

10日（日）  緑区スポーツ推進委員地区交流会　開催
16日（土）  五大都市スポーツ推進委員研究会  〈参加〉
17日（日）  緑区ランニングフェスタ2017　〈運営協力〉

12月

21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〉
30日（火）  第73回国民体育大会冬季大会アイスホッケー
　　　　　 競技会 　　　　　　　　　　　　 〈運営協力〉

1月

4日（日）  神奈川県スポーツ推進委員大会 〈参加・永年勤続表彰〉
18日（日）  緑区スポーツ推進委員大会　開催

2月

平成29年度平成29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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 「Sportsみどり」をご覧いただきありがとうございます。緑区11地区にて行われていますスポーツ推進委員の
活動紹介はいかがでしたでしょうか。私たちは大会の従事や研修会にて新しいスポーツを学んだりと年間10以
上の活動をしております。個人的にはボランティアの域を超えているとも思ったりと…。振り返ると仲間の熱意
と地区の方々の笑顔を糧にし活動できた一年だったと感じています。  広報委員長　半場　敬一（新治西部地区）

第31期 緑区スポーツ推進委員連絡協議会 役員名簿

会　長　平井 孝幸

副会長　河原 進一

　　　　長崎 清美

会　計    落合 秀行

監　事    長谷川 徹

●緑区協議会役員
広 報 委 員
阿津坂 恒幸
宇戸口 健二
嵯峨　孝弘
谷津 恵美子
飯田 日出男
川越　嘉久
遠藤　常夫
半揚　敬一
鳥羽　大介
内村　浩樹
川畑　雄裕

企 画 委 員
朝倉　明美
織裳　浩二
藤田　大樹
柴田　典明
木戸　金義
渡部 きみ子
前田　恭子
上西　利幸
村田　　実
竹内　　淳
草刈　　勝

地 区 会 長
端村　良幸
本村　美佐
平井　孝幸
瀧田　雅男
金子　正幸
落合　秀行
桜井　永雄
奥津　昂一
長崎　清美
長谷川　徹
河原　進一
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東  本  郷
鴨    居
竹    山
白 　  山
新治中部
山    下
三    保
新 治西部
十日市場団地
霧  が  丘
長  津  田

●地区役員
平成29年表彰者平成29年表彰者

◆ 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

　緑スポーツセンターで開催されました。当日はあいにくの雨
模様でしたが、参加人数は昨年よりも多く、開始時間受付に
はたくさんの参加者の方々でごった返していました。
　私が受け持ったキッズスペースには親子連れの方や、三世代の
方々が徐々に集まり活気溢れるアットホームな空間となり、子ど
も達とも触れ合い大変有意義な時間を過ごすことができました。
　この企画は、スポーツ人口を底辺から増やすことを目的とし
ており、今回の企画を通して少しでもお役にたてたら嬉しく思い
ます。　　　　　　　　　　　　　   （東本郷地区／阿津坂）

　横浜マラソン2018チャレンジ枠対象事業の「緑区ランニ
ングフェスタ2017」が、日産フィールド小机とその周辺を
コースとして開催されました。
　晴天に恵まれましたが、強い北風の吹く寒い中、スポーツ
推進委員が一般ランナーや公園利用者と競技参加ランナー
との間でスムーズな往来ができるようコースの誘導員、警備
員として従事しました。
　4回目（ランニングフェスタと命名してから2回目）の開催
となる今回の競技には老若男女78名の選手が参加し、全長
5kmのコースを爽やかな汗を流し疾走する姿に感動し思わ
ず声援を送る我々でした。　　　　　   （霧が丘地区／内村）

　今年で8回目の横浜開催を数える「世界トライアスロン
シリーズ横浜大会」が開催されました。
　緑区スポーツ推進委員は、13日に行われたエリートの部・エ
リートパラトライアスロンの部の沿道警備に従事しました。
　当日は雨で寒くコースコンディションが悪いなか、山下
公園前でスタートし,スイムを終えた選手達が次々と県庁
前をバイクで駆け抜けていきました。次のランになると観
客の応援にも自然と熱が帯びていき、寒さも何のその、大き
な声援を選手達に送っていました。 （竹山地区／嵯峨）

　「第2回緑区スポーツ推進委員地区交流会」を横浜商科大
学みどりキャンパス総合グラウンドで実施しました。
　このイベントは、各地区で開催されている健民祭、運動会
等で、老若男女問わず参加出来る企画・競技を、スポーツ推
進委員自身が新たに創造し体験して各地区に持ち帰り、検
討・参考にすることを目的に実施されました。
　競技種目は企画委員から「リング＆ゴルフリレー」「カウ
ボーイゲーム」「輪っかくぐり」の3種目が提案され、4班で
競技を体験し、その都度改善点を話し合いました。この体験
を地区スポーツイベント種目選定の参考にして行きたいと
思います。　　　　　　　　　　　 （新治中部地区／飯田）

【15年表彰】
本村　美佐（鴨居）　　　　  倉持　政浩（新治中部）
奥津　昂一（新治西部）　　 村田　　実（十日市場団地）
石原　健二（十日市場団地）　 小山　哲央（長津田）

【退職者表彰】
岡　　全成（山下）

今年の「緑区スポーツ推進委員大会」は、長津
田地区が担当し長津田小学校にて開催しました。

当日集合時間はまだ寒く、担当地区の心遣いでホットドリンクが準備され参加者は身体を温めてからの開会となりました。
さわやかスポーツ普及委員の皆さんを講師にお迎えし、校庭ではディスクゴルフ、体育館ではカローリング、スカット
ボール、ドッヂビーの計4種目を87名の参加者が4グループに分かれて行い競技を学ぶとともに交流を深めました。
特に、平昌冬季オリンピックでも盛り上がりを見せたカーリングにヒントを得て誕生したカローリング体験では、皆さん
白熱した試合をしていました。大会後の懇親会では、次回の開催を約束し大盛況に終わりました。     （長津田地区／川畑）

23日（木・祝）  神奈川県スポーツ推進委員研修会　　 〈参加〉
11月

▲カローリング
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学園学園

　10月8日（日）、「第46回竹山大運動会」が竹山小学校
で開催されました。前日の雨の影響を受けて、昨年に引
き続き体育館で行われ、 就学前の子どもから高齢者ま

で沢山の人で賑わい
ました。今回の丁目対
抗戦では三丁目が他を圧倒し連続優勝を飾りました。
　来年度こそは、晴天の下のグラウンドにて開催され
ることを願います。　　　　　　　　　　　    （嵯峨）

長津田地区

霧が丘地区

新治西部地区 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

◉地区運動会◉地区運動会

◉ゲートボール◉ゲートボール

◉地区体育祭◉地区体育祭

◉ソフトバレーボール大会◉ソフトバレーボール大会

◉マラソン大会◉ マラソン大会◉地区運動会◉地区運動会◉グラウンドゴルフ大会◉グラウンドゴルフ大会

◉どんど焼き◉どんど焼き

◉グラウンドゴルフ大会◉グラウンドゴルフ大会

　10月22日（日）、中山中学校で開催予定してい
た新治中部地区イベント「第20回地域ふれあい
フェスティバル」は台風上陸により関係各者の安全
を考慮して残念
ながら中止とな
りました。
　今回、準備し
ていた3種目の
体育館競技ソ
フトバレー、
ボッチャ、ドッ
ヂビーは次回
行う予定です。
また来年度に
向けて準備を
進めてまいり
ます。    （飯田）

　11月18日（土）、「第26回三保地区自治会
対抗ゲートボール大会」が三保小学校で開催
されました。競技開始前に、全員でゲート通過

基本練習を行
なった後、10
チームによる
熱戦が開始と
なりました。
　当日は、平均
年齢70歳を超
える選手の熱
き戦いが展開、
雨も心配され
る曇天でした
が、まさに「天」
をも味方にして
の開催となりま
した。

（桜井）

◉新春書初め・餅つき大会◉新春書初め・餅つき大会
　1月7日（日）、「新春書初め・餅つき大会」が緑小学校
にて開催されました。
　体育館では子ども達が真剣に書初めに取り組み、緑
区役所の緑子連書道展に出展される100点以上の力
強い作品が集まりました。
　つきたてのお餅ととん汁で温まった後は、お楽しみ
のビンゴ大会も開催。子ども達の熱気と歓声に包まれ
最高に盛り上がった大会となりました。          （谷津）

　11月19日（日）、長津田小学校で毎年
恒例の「グラウンドゴルフ大会」が行わ
れました。
　8ホールを障害物有りで2周、最後は障
害物無しで1周を回りスコアを競い合い

ました。表彰式では、TOP3だ
けではなくホールインワン
賞、ブービー賞の発表もあり
大盛況で閉幕となりました。
　短い時間でしたが地域の
皆さんと楽しく交流するこ
とが出来ました。 　  （川畑）

　1月8日（祝・月）、霧が丘地
区恒例の「どんど焼き」が霧
の里スポーツ広場にて行わ
れました。
　今年も地元のご家庭から、
お正月飾りの門松やしめ縄などが持ち寄られ、無病息災を

祈願し焚き上げられました。
　体育館では初の企画として
“キンボール”が行われ、大きな
ボールを追いかける子ども達
の楽しそうな笑い声とご家族
や学校の先生方の声援が響き
渡っていました。 　　   （内村）

　10月8日（日）、十日市場小
学校にて十日市場・新治・後谷
3地区での対抗運動会が開催
されました。
　各地区、対抗戦には精鋭を揃え、ガチンコ対決の50メート
ルリレーは追い抜き逃げ切れと手に汗握る争いを繰り広げ、

応援にも力が入り優勝を
目指し各地区一丸となり
ました。未就学児やシニア
対象の競技では、ほのぼの
とした様子に和まされま
した。  　　　      （半揚）

　11月12日（日）、過ごしやす
い天気のもと、「グラウンドゴ
ルフ大会」が十日市場中学校に
て開催されました。
　グラウンドゴルフの競技その
ものを楽しむチーム、結果に強
くこだわりつつ楽しむチーム、各
自治会、楽しみ方はそれぞれで
したが、みなさん元気良く笑顔
で声を掛け合いながら競技を楽
しんでいました。   　　   (鳥羽)

　10月8日(日)、「東本郷地区体育祭」
が晴天の下、行われました。
　幼児から年配の方まで幅広い人達
が参加し16種の競技を実施しました。
　みどり養護学校の先生、生徒さん
達による和太鼓の迫力のある演奏発
表や、自治会対抗で盛り上がり、白熱
した時間を参加者全員と共有して、
地区の交流と親睦を深めることがで
きました。        　　　      （阿津坂）

　2月4日（日）、鴨居小学校体育館にて開催
されました。10代～70代の選手・地区応援団

総勢130名が参加
し、実業団さながらの
盛り上がりで熱気に包まれました。
　各ブロックに分かれ総当たり戦を勝ち抜い
た第2地区と第5地区が決勝戦を行い接戦の
末、第2地区が初優勝を飾りました。来年は「打
倒！第2」を掲げ、各地区更なる熱戦が期待出来
そうです。　　　　　　　　　    　  （宇戸口）

　1月28日（日）、山下地区恒
例の「マラソン大会」が西八
朔町と小山町の農道で開催
されました。
　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コース行われ、今年の参加は昨年を上回る

303名の参加者となり
ました。雪も残る中、寒
さにも負けず参加者全
員が元気に走る姿が印
象に残りました。  　　

（川越）

◉ 地域ふれあいフェスティバル
　中止に！
◉ 地域ふれあいフェスティバル
　中止に！

十日市場団地地区

いざ！練習の成果！いざ！練習の成果！

一斉にスタート‼一斉にスタート‼

目指せホールインワ
ン

目指せホールインワ
ン

ナイスショット！ナイスショット！

なかなか難しい～！なかなか難しい～！

結果発表！結果発表！

落とさないようにね
～!!

落とさないようにね
～!!

参加賞たくさんGE
T！

参加賞たくさんGE
T！

よいしょ！

ハイ♪
よいしょ！

ハイ♪
緊張するね～緊張するね～

これおもしろい～！これおもしろい～！

今年も良い年になり
ますように

今年も良い年になり
ますように

野菜争奪、大迫力！野菜争奪、大迫力！

三丁目が優勝！三丁目が優勝！

まだまだ、元気！まだまだ、元気！

集中！集中！集中！集中！

そ～れ！ト～ス！そ～れ！ト～ス！

第2地区の皆さん

優勝おめでとうござ
います！

第2地区の皆さん

優勝おめでとうござ
います！

準備よし！準備よし！

狙いは籠だ！!狙いは籠だ！!

がんばったよ‼がんばったよ‼

みんなでファイトー
！

みんなでファイトー
！

昨年度の開催風景昨年度の開催風景

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




