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スポーツ推進委員として栄区では83名が、ワールドトライアスロン横浜⼤会や横浜マラソンなど国
際規模の⼤会での運営協⼒およびパラフェスタ さかえボッチャ⼤会を主催するなどの経験を地域
に持ち帰り、⾝近な⽅々の健康増進・維持などが図れるお⼿伝いが出来ればと⽇々活動をしていま
す。令和5年4⽉に改選される⾃治会、町内会の皆さん、この広報誌を通じてイベントやスポーツ推進
委員の活動に興味を持っていただいて楽しく⼀緒に活動しませんか。
 これからも地域コミュニティの⼀員として役割を果たしていきたいと考えておりますのでご協⼒お
願い申し上げます。

スポーツ推進委員は、⾃治会・町内会から推薦され、スポーツ基本法及び横浜市
スポーツ推進委員規則に基づいて横浜市⻑から委嘱される‟⾮常勤公務員„
であり、スポ−ツ・レクリエ−ションの推進者として地域をはじめ、区や市のスポーツ・
レクリエーションの事業参画、⽀援、協⼒と広域的な活動を⾏っています。

スポーツには ‟す る„‟観 る„‟⽀ え る„という三つの要素があります。スポーツ
推進委員は地域に拠点をおき、‟⽀える„という⽴場で地域の皆さんと連携しな
がら地域に根ざしたスポーツ・レクリエーションの普及振興事業を担う役割を
持っています。

コロナ禍の影響で3年前から‶3密″を避けられる研修を模索し、ようやく今年度、⽇本サ−チウォ−ク協会(栄区発祥)
のご指導とご協⼒を受け、サ−チウォ−ク競技のル−ルを学ぶ講座と実体験による研修を⾏いました。 ※4⾯に写真掲載

栄区スポーツ推進委員連絡協議会  全員研修会

栄区スポーツ推進委員連絡協議会 会⻑ ⽮合 正広

2022年度 主な活動予定表

開催⽇
5⽉14⽇(⼟) 15⽇(⽇) 
5⽉29⽇(⽇)
6⽉3⽇(⾦)
9⽉25⽇（⽇）
10⽉23⽇(⽇) 予備⽇30⽇（⽇） 
10⽉30⽇(⽇)
11⽉17⽇(⽊)〜18⽇(⾦)
11⽉23⽇（⽔・祝）
11⽉23⽇(⽔・祝)
12⽉3⽇（⼟）
12⽉4⽇（⽇）
12⽉10⽇(⼟)
2023年1⽉14⽇（⼟）
1⽉15⽇(⽇)
2⽉5⽇(⽇) 
3⽉中旬

⾏事名
ワールドトライアスロンシリーズ横浜⼤会
栄区スポーツ推進委員全員研修会
関東スポーツ推進委員研究⼤会（中⽌）
横浜シーサイドトライアスロン⼤会（中⽌）
横浜市⾝体障がい者運動会
横浜マラソン⼤会 2022
全国スポーツ推進委員研究協議会
栄区⺠スポーツフェスティバル
神奈川県スポーツ推進委員連合会研修会
パラフェスタ  さかえ2022ふれあいボッチャ⼤会
てくてくウォークさかえ
五⼤都市スポーツ推進委員研究集会
栄区⺠ロードレース⼤会
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
栄区中学校対校駅伝⼤会

開催場所
⼭下公園周辺
区役所新館4階 他  
神奈川県⺠ホール
⼋景島シーサイド
横浜ラポール
みなとみらい地区 ほか
滋賀県草津市
本郷⼩学校
横須賀市
本郷中学校
栄区内
横浜市
野七⾥埋蔵⽂化財周辺
関内ホール 
相模原市
本郷台駅前周辺

ワ－ルドトライアスロンシリ－ズ
横浜 2022 「エイジの部」

栄区スポーツ推進委員
全員研修会

横浜市永年勤続表彰
◆ 25年

相⾺   ⼀志

相馬 一志委員がスポ－ツ庁から
　　　　　　　　　　　功労賞「文部科学大臣賞」受賞

(本郷第三地区)

相馬 一志委員がスポ－ツ庁から

～ おめでとうございます! ! ～～ おめでとうございます! ! ～～ おめでとうございます! ! ～ 2021年度 表彰者紹介

今号では、栄区スポーツ推進委員全員研修会、ワ−ルドトライアスロン横浜⼤会開催の様⼦を紹介できまし
た。2⾯、3⾯には過去の代表的なイベントと活動の様⼦を紹介していますが、次号ではここに、各地区のイベン
トの開催報告ができることを期待しています。 （広報部会委員  須藤）

2022年度

スポ―ツ推進委員とは

スポーツ推進委員の役割

◆ 15年
⿑藤   伸⼆
布  紀⼦
浅井   孝泰

（笠間地区）
（本郷中央地区） 
（本郷中央地区） 

受賞コメント 
この度は、このような素晴らしい賞をいた
だき、誠にありがとうございました。数年の
つもりで活動を始めてから25年以上も活
動させていただいていますが、今回の受
賞は委員として推薦して下さった歴代⾃治
会⻑はじめ、微⼒な私と⼀緒に活動してき
た委員や関係各位に⽀えられ、協⼒と理
解あっての賜ものと感謝申し上げます。

※サ−チウォ−クとは:
 東電柱及びNTT柱についているNTT⽀線名＋番号を地図などを頼りに、勘をはたらかせながら指定された東電柱に
 ついている番号を制限時間内に探し出す、スリルある‶密″にならずに楽しくタイムを競うウォーキング競技です。

2022年9⽉時点



 活動紹介  私たちは スポ－ツを“する人„“みる人„の感動を支えています

須藤 聡⼀    (豊⽥)
中村 幹根男 (笠間)
伊藤 公⼈    (⼩菅ケ⾕)
嶋崎 誠⼀    (本郷中央)
相⾺ ⼀志    (本郷第三)
⽥中 直美    (上郷⻄)
安永 秀岳    (上郷東) 

広報部会委員紹介

栄区民ロ－ドレ－ス大会栄区民ロ－ドレ－ス大会栄区民ロ－ドレ－ス大会 栄区中学校対校駅伝大会栄区中学校対校駅伝大会栄区中学校対校駅伝大会

横浜マラソン大会横浜マラソン大会横浜マラソン大会

パラフェスタパラフェスタ　　　　さかえ「区長杯」ふれあいボッチャ大会さかえ「区長杯」ふれあいボッチャ大会パラフェスタ　　さかえ「区長杯」ふれあいボッチャ大会

シ－サイドトライアスロン大会シ－サイドトライアスロン大会シ－サイドトライアスロン大会

① 豊田地区① 豊田地区
会長 : 矢合 正広会長 : 矢合 正広

① 豊田地区
会長 : 矢合 正広

② 笠間地区② 笠間地区
会長 : 高井 亮二会長 : 高井 亮二

② 笠間地区
会長 : 高井 亮二

③ 小菅ヶ谷地区③ 小菅ヶ谷地区
会長 : 前田 泰男会長 : 前田 泰男

③ 小菅ヶ谷地区
会長 : 前田 泰男

⑤ 本郷第三地区⑤ 本郷第三地区
会長 : 青木 幸次会長 : 青木 幸次

⑤ 本郷第三地区
会長 : 青木 幸次

⑥ 上郷西地区⑥ 上郷西地区
会長 : 管 正志会長 : 管 正志

⑥ 上郷西地区
会長 : 管 正志

⑦ 上郷東地区⑦ 上郷東地区
会長 : 舘石 由紀子 会長 : 舘石 由紀子 

⑦ 上郷東地区
会長 : 舘石 由紀子 

④ 本郷中央地区④ 本郷中央地区
会長 : 浅井 孝泰会長 : 浅井 孝泰

④ 本郷中央地区
会長 : 浅井 孝泰

10kmコ－スのスタ－ト前

例年、給水エリアなどで活動

小学生コ－スを元気に走る子供たち 

誰もが参加できる楽しい大会を目指し支えています

参加者の手荷物預かり(左)や、コ－ス走路誘導員(右)として活動

女子区間(左)と男子区間(右)で力走する選手

会長が変わりました

※2022年度は「パラフェスタ　 さかえ2022ふれあいボッチャ大会」に名称変更しております。


