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▲みんなでストレッチ

▼ブラインドサッカー体験▼ストレッチ講習

18日（土）  2019世界トライアスロンシリーズ横浜大会  〈運営協力〉
5月

02日（日）  緑区制50周年記念　芋植えイベント
23日（日）  みどりスポーツフェスティバル2019
　　　　 〈さわやかスポーツ普及委員会・緑区体育協会と共催〉

6月

29日（日）  横浜シーサイドトライアスロン大会   〈運営協力〉
9月
7日（日）  北部4区交流会（雨天中止）
7月

20日（日）  緑区民まつり2019   〈出展〉
   横浜市身体障害者運動会   〈運営協力〉

10月

22日（日）  緑区ランニングフェスタ2019　〈運営協力〉
12月

19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

2日（日）  神奈川県スポーツ推進委員大会 〈参加・永年勤続表彰〉
16日（日）  緑区スポーツ推進委員大会

2月
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　今年度の緑区スポーツ推進委員だより「Sportsみどり」は如何でしたか？今年度は、時季外れの台風によりイベントが
無事開催できるかどうか当日までひやひやドキドキでしたが無事に本誌の発行まで漕ぎ着ける事が出来ました。
昨年はラグビーワールドカップが開催され、横浜では決勝戦も行われ、予想以上の盛り上がりを見せました。今年は待ちに
待ったTOKYO2020オリンピック・パラリンピックが開催されます。次号ではオリンピック・パラリンピックに関連したイ
ベントを紹介出来たらいいなと密かに思う筆者です。

 広報委員長　内村 浩樹 (霧が丘)

第32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　長崎 清美

 落合 秀行

会　計    端村 良幸

監　事    長谷川 徹

●緑区協議会役員
広 報 委 員
横内　秀樹
宇戸口 健二
木村　奈美
谷津 恵美子
三浦　康春
川越　嘉久
實川　　瞬
川瀬 美代子
鳥羽　大介
内村　浩樹
川畑　雄裕

企 画 委 員
朝倉　明美
山崎　雅彦
中村　匡伸
柴田　典明
飯田 日出男
村田　　誠
矢嶋 陽一郎
渡部　信明
久保田 祐司
加藤　和美
草刈　　勝

地 区 会 長
端村　良幸
杉本　　親
平井　孝幸
瀧田　雅男
木戸　金義
落合　秀行
勝田　　裕
上西　利幸
長崎　清美
長谷川　徹
田中　　悟

地      区
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 令和元年表彰者令和元年表彰者
◆ 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

　今年度の緑区民まつりは「緑区制50周年記念事業」として開催
され、私たちスポーツ推進委員のブースは、「ドキドキボールゲー
ム」と題し、例年と同じく展望台下の斜面を利用したスマートボー
ルとバスケットのフリースローを催しました。
　ブースの運営は、これまで培った経験を活かし、ボールの転が
りをよくするため草の刈り込みを行ったり、小さなお子さんでも入
れられるようなリングの配置にしたり、老若男女みんなが楽しめ
るように微調整を行うなど知恵を絞ったゲーム運営でたくさんの
来場者に楽しんでいただきました。

（霧が丘地区／内村）

　私たちスポーツ推進委員は、「緑区制50周年記念事業」とし
て、さつまいもの「芋植え・芋掘り」のイベントを実施しました。
６月２日(日)、地域の方からお借りした恩田川沿いの畑に、
1200本ものさつまいもの苗を植えました。ひょろっとした苗
に「これに芋が出来るの？」と皆思ったことと思います。
　半年後の11月24日(日)、前日からの雨で、ぬかるんだ畑はま
るで田んぼの様になる中、泥だらけになりながら、沢山のお芋を
掘り上げることが出来きました。畑の焚火で焼いた“やきいも”
は最高に美味しく、沢山のお土産を手に皆ニコニコ顔で帰宅し
ました。 

（白山地区／谷津）

　今年も緑スポーツセンターで小さな子から大人まで楽しめる
競技を午前午後と変えながら、合計13種目を体験いただける内容
で開催しました。あいにくのお天気でしたが、679名の方に来場い
ただき、各ブースの列が途切れることなく大変な賑わいでした。
　また、各ブースを体験して回るスタンプラリーでは、昨年優勝し
た横浜F・マリノスの豪華景品もあり、当選が出ると鳴らされる鐘
の音に大きな歓声も上がっていました。
　オリンピック・パラリンピックの開催も迫り、来場者のスポーツ
への関心も、幅広い世代で高まっていることを実感できた一日で
した。　   （長津田地区／川畑）

　“横浜を走る、世界が変わる”をキャッチコピーに28,000人
ものランナーを集め開催された横浜マラソンは、応援ゲストに
俳優の谷原章介さんやモデルの長谷川理恵さんをお迎えし盛大
に開催されました。
　抜けるような青空のもと８時30分にスタート。私たち緑区ス
ポーツ推進委員43名は、運営ボランティアの一員としてスター
ト地点に従事し選手の誘導・案内やごみの回収などを行いまし
た。スタートを待つ選手から「私たちのためにボランティアあり
がとう！」と何度も声を掛けていただき感無量でした。来年も必
ず従事しランナーの皆さんを送り出したいと思います。

（鴨居地区／宇戸口）

【15年表彰】
杉本　　親 (鴨　居)
中村　匡伸 (竹　山)
松山　　誠 (白　山)
木戸　金義 (新治中部)

今年の「緑区スポーツ推進委員大会」は、新治中部地区が担当し中山小学校の体育館にて開催しました。緑スポーツセンター山田
所長によるストレッチ講習から始まり、普段、何気なくやっていたストレッチについてポイントを分かりやすく教えて頂きました。
ストレッチで身体を温めた後は、東京2020オリンピック・パラリンピックイヤーということで、その競技種目の一つであるブラ
インドサッカー体験をしました。アイマスクをして、鈴が入ったボールを蹴るのですが、始めは全く見当もつかずその難しさを体感
しました。それでも少しづつ感覚が分かったのか素晴らしいシュートもあり、興味を持つきっかけになったのではないでしょうか。
東京2020パラリンピックの際には、皆で応援しましょう。  　　　  　　　　　　　   　　　　　　　  （新治中部地区／三浦）

令和元年度令和元年度 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

10日（日）  横浜マラソン2019 　　　　　   〈運営協力〉
23日（土）  神奈川県スポーツ推進委員研修会 　   〈参加〉
24日（日）  緑区制50周年記念　芋掘りイベント

11月

【20年表彰】
平井　孝幸 (竹　山)

【25年表彰】
磯貝　　充 (新治中部）

髙木　　学 (三　保)
田中　政男 (霧が丘)
藤原　世光 (長津田)
田中　　悟 (長津田)

◆ 関東スポーツ推進委員協議会表彰◆ 関東スポーツ推進委員協議会表彰
河原　進一 (長津田)

◆ 全国スポーツ推進委員連合表彰◆ 全国スポーツ推進委員連合表彰
平井　孝幸 (竹　山)

【退任者表彰】 桜井　永雄 (三　保)　　山下　博 (三　保)

2 月16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

10 月20日（日）

6 月2日（日）

緑区民まつり
2019
緑区民まつり
2019

緑区制50周年記念
芋植え、芋掘り！
緑区制50周年記念
芋植え、芋掘り！

みどりスポーツ
フェスティバル2019
みどりスポーツ
フェスティバル2019

6 月23日（日）

横浜マラソン2019横浜マラソン2019
11月10日（日） 11月24日（日）
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学園学園

　10月13日(日)、今年の運動会は竹山小学校で、台風のた
め、屋外での開催は困難と
なってしまい体育館での開
催となりました。しかし、狭い
ながらも臨場感溢れ、大いに
盛り上がる運動会となりました。来年は是非、青空の下良
い汗を流したいものです。　　　　　　　　　　　 （木村）

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

◉竹山連合大運動会◉竹山連合大運動会

◉ゲートボール大会◉ゲートボール大会

◉さわやかスポーツの集い◉さわやかスポーツの集い

◉イベントでは「焼き鳥屋さん」◉イベントでは「焼き鳥屋さん」

◉地区体育祭◉ 地区体育祭◉自治会対抗運動会◉自治会対抗運動会◉グラウンドゴルフ大会◉グラウンドゴルフ大会

◉グラウンドで遊ぼう◉グラウンドで遊ぼう

◉健民祭◉健民祭

　10月27日(日)中山中学校で「地域ふれあい
フェスティバル」が開催されました。前半は体育
館で「防犯防災標語」の表彰式、中山中演劇部の
演劇発表が行わ
れました。後半
は、グラウンドで
緑区制50周年に
ちなんで地域住
民が作った「50」
の人文字を上空
から撮影しまし
た。その後は、皆
で「緑区音頭」を
踊り、地域の交流
を深めました。

 （三浦）

　11月17日(日)、秋晴れの中「第28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。当日は怪我人も
なく、安全に大会を行うことができました。
皆さん日頃の成果を発揮するべく、熱い試
合が繰り広げられました。ベテランの方、初
心者の方が一つのチームとなり勝利を目指
す姿は、まさに“ONE  TEAM”　　 （實川）

◉第34回白山地区親善球技大会◉第34回白山地区親善球技大会
　６月９日(日)、緑小学校
で恒例の球技大会を行い
ました。校庭のキックベー
スは雨天のため中止とな
りましたが、体育館でスト
ラックアウト、スカット
ボール、カローリングの３
種目を実施しました。
カローリングは初めての子も多く、力加減が難しいのか、

なかなか的に届かな
い子もいました。ゴル
フ好きのお父さん達
にはスカットボール
が人気で皆さんに楽
しんでもらえました。

（谷津）

　11月７日(日)、秋晴れのなか
長津田第二小学校で毎年恒例の
グラウンドゴルフ大会を開催い
たしました。初めての会場で
コース作りに苦戦しながら８
ホール作り、障害物有りで２周、
休憩を挟み障害物無しで１周を
回り合計のスコアで順位を決め
ました。表彰式では地場の野菜
を景品として、ベスト３、ホール
インワン賞、ブービー賞等を発
表し来年の開催を約束し閉幕と
なりました。                 （川畑）

　５月５日(日)晴天の下、小学生を対象としたＧＷ特別イベ
ント「グラウンドで遊ぼう」が霧が丘スポーツ広場にて行わ
れ、30名の子ども達と18名の保護者が参加しました。強風
のため、ドッヂビー、ストラックアウトは体育館での実施と
なりましたが、カローリング、一輪車を含め４種のスポーツ
に汗を流しました。スポーツを楽しんだ後はバーベキュー
で地域の交流を深めました。　　　　　　　　　　  （内村）

　９月29日(日)、十日市場小
学校にて自治会対抗運動会が
行われました。今年は雨が予
想され、急遽プログラムを変
更しての開催となり、時折空
模様を気にしながらの進行で
したが、会場は熱戦が繰り広
げられ、応援にも力が入り、大
いに盛り上がりました。また
心配していた雨も降らず、無
事閉会することができまし
た。　　　　　　　　 （川瀬）

　10月６日(日)、今年の健民祭は途中から雨も降る中、行わ
れました。小さいお子さんから年輩の方まで参加するので、
体調に配慮し進行を早め、雨の影響が最小限になるよう進め
ていきました。対抗競
技などもあるので、皆
さん笑顔や残念な表情
と様々でしたが、最後
まで競技を終えること
ができました。皆さん
お疲れ様でした。

 (鳥羽)

　５月19日(土)「さわやかスポーツの
集い」が東本郷小学校にて開催され
ました。東鴨居中学校の生徒にも協力
いただきグラウンドゴルフ、カローリ
ング、ボッチャ等の競技を行いまし
た。今回は「コグニサイズ」というイス
を使い年齢に関係なく出来るエクサ
サイズも行い好評でした。高齢者向け
イベントではありましたが、競技に
よっては中学生も参加し地域交流の
良い機会になりました。　　   （横内）

　鴨居地区のスポーツ推進委員は10名。年間15
回のイベントに参加し、そのうち５回は焼き鳥屋
として出店しています。いまや、鴨居地区のイベ

ントでスポーツ推進委員の焼き鳥
屋は欠かせない存在となっていま
す。味はシオとタレ。どちらも美味し
いですよ。春の「鴨居桜まつり」でも
必ず出店していますので、是非みな
さん足をお運びください。

（宇戸口）

　10月６日(日)小雨がパラつ
くなか、58回目の体育祭が
行われました。山下小学校で
開催され、たくさんの山下地
区住民と、のべ競技者3,108
人が参加し盛大に催されま
した。“山下地区の交流と親
睦及び健康増進”を目標に
競技では高齢者と小学生が
一緒に頑張る姿に感動した
り、笑いもあったりで楽しい
一日となり、例年以上に大いに盛り上がりました。 　（川越）

◉ 第21回地域ふれあい
　フェスティバル
◉ 第21回地域ふれあい
　フェスティバル

十日市場団地地区

。

準備体操！準備体操！

栄光のトロフィー！栄光のトロフィー！

外せない一打外せない一打

入るかな～ 入るかな～ 

みんなで一緒に！みんなで一緒に！

網にかかった魚気
分…

網にかかった魚気
分…

息を合わせて～
息を合わせて～

日頃のゴルフの

腕試し
日頃のゴルフの

腕試し

注目の一投！注目の一投！

グラウンドでは
できなかったけど…

グラウンドでは
できなかったけど…

運動した後はBBQ
！

運動した後はBBQ
！

今夜の料理に～今夜の料理に～

玉入れの支柱は
竹山産！

玉入れの支柱は
竹山産！

緊張の一打緊張の一打

へい
いらっし

ゃい！へい
いらっし

ゃい！

炭火で本格派炭火で本格派

みんなで「50周年
」！

みんなで「50周年
」！

輪になって踊ろう♪輪になって踊ろう♪

誰が一番

入るかな～
誰が一番

入るかな～

的で
止まるかな⁉
的で
止まるかな⁉

狙いを定めて…狙いを定めて…

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




