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　平素よりスポ－ツ推進委員活動
にご支援、ご協力をいただき感謝
申し上げます。	第32期栄区スポー
ツ推進委員は新任30名を新たに迎
え、７地区89名で活動しています。
スポ－ツ推進委員は地域の運動会などをはじ

め、栄区民ロードレース大会や横浜マラソン大
会、世界トライアスロンシリーズ横浜大会など、
様々なスポ－ツ・レクリエーションイベントで	[支
える]	活動を広域的に行っています。近年、健康志
向でスポ－ツに対する関心も高く、スポ－ツ推進
委員として障害の有無や性別、年齢に関わらず、
地域でスポーツを共に楽しみ活き活きと暮らせる
ように、区民の皆様と連携しながらスポ－ツの普
及振興活動に努めたいと考えています。

　今後ともスポーツ推
進委員活動にご支援、
ご協力を、お願い申し
上げます。

　相馬一志会長様をはじめ、栄区
スポーツ推進委員の皆様の力強い
活動に、敬意を表すとともに、心
より感謝申し上げます。
　このたびは、「スポーツ推進委員だより　さか
え」の発行、まことにおめでとうございます。この
広報誌が末永く、連絡協議会をはじめ、地域の皆様
を支える力となりますよう、御祈念申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、イベン
トや会合の中止など、多くの制限がなされている中
で、様々な対策や工夫をしていただきながらの活動
は、本当に大変困難なことと思います。しかしなが
ら、皆様のスポーツ推進による地域を支える力こそ
が、栄区民の活力の源です。この困難な状況を乗り
越えて、更なる進歩をとげられるよう、区としても
力を尽くしてまいります。どうぞ引き続きのお力添
えをよろしくお願い申し上げます。
　結びに、栄区スポーツ推進委員連絡協議会のま
すますの御健勝と御発展を御祈念申し上げます。

栄区スポーツ推進委員連絡協議会
会長　相馬　一志

横浜市栄区長
冨士田　学

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長から委嘱される非常勤公務員であり、スポー
ツ・レクリエー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－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－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－ツ・レクリエ－ションの普及振興事業を担う役割を持っています。

地区会長紹介

豊田地区
矢合　正広

笠間地区
堀田　昇

小菅ケ谷地区
前田　泰男

本郷中央地区
浅井　孝泰

本郷第三地区
相馬　一志

上郷西地区
管　正志

上郷東地区
安本　憲司

栄区連承認第33号　

開催日 行事名 開催場所
５月16日(土)・17日(日) 世界トライアスロンシリーズ横浜大会（中止） 山下公園周辺
６月12日(金)・13日(土) 関東スポーツ推進委員研究大会（中止） 茨城県つくば市
７月12日(日) 栄区ボッチャ大会（中止） 栄スポーツセンター
９月27日(日) 横浜シーサイドトライアスロン大会（中止） 横浜・八景島シーパラダイス周辺
10月18日(日)　予備日25日(日) 横浜市身体障がい者運動会（中止） 横浜ラポールグラウンド
11月１日(日) 横浜マラソン2020（中止） みなとみらい周辺スタ－ト・ゴ－ル
11月12日(木)・13日(金) 全国スポーツ推進委員研究協議会（中止） 栃木県宇都宮市
11月23日(月・祝) 神奈川県スポーツ推進委員連合会研修会（中止） 川崎市

12月12日(土) パラフェスタさかえ2020
「栄区長杯　ふれあいボッチャ　プレ大会」 栄スポーツセンター

12月12日(土) 五大都市スポーツ推進委員研究集会（中止） 兵庫県神戸市
１月９日(土) 栄区民ロードレース大会（中止） 埋蔵文化財センター周辺コ－ス
１月17日(日) 横浜市スポーツ推進委員大会（中止） 南公会堂
２月７日(日) 神奈川県スポーツ推進委員大会（中止） 大和市
２月21日(日) 栄区スポーツ推進委員全員研修会 本郷小学校体育館
３月21日(日) 栄区中学校対校駅伝大会（中止） 本郷台駅前周辺コ－ス

　栄区スポ－ツ推進委員広報誌発行にあたり、地区会長７名が広報委員として立ち上げ、事務
局の協力を得ながら、タイトルから内容をどうするか慣れない広報誌づくりに悩み編集に取り
組みました。少しでもスポ－ツ推進委員の活動を皆さんにご理解いただければとの思いで第32
期（2019年４月～現時点まで）の活動をまとめましたのでご覧ください。(相馬)

会　長　　相馬　一志
副会長　　矢合　正広
副会長　　安本　憲司
会　計　　浅井　孝泰
監　事　　高井　亮二

※32期:
2019年４月～2021年３月

矢合	正広（豊田地区）　堀田	昇（笠間地区）　前田	泰男（小菅ケ谷地区）　浅井	孝泰（本郷中央地区）
相馬	一志（本郷第三地区）　管	正志（上郷西地区）　安本	憲司（上郷東地区）広報部会

編集
後記

■神奈川県スポーツ推進委員連合会表彰
矢合　正広（豊田）

■スポーツ推進委員功労者表彰（全国表彰）
相馬　一志（本郷第三）

■横浜市教育委員会表彰
相馬　一志（本郷第三）

■横浜市スポーツ推進委員永年勤続者表彰
■25年表彰［１名］
稲富　龍男（本郷中央）

■15年表彰［４名］
正司　尚子（笠間）
伊藤　公人（小菅ケ谷）
髙野　一枝（小菅ケ谷）
大竹　正信（本郷中央）

■10年表彰［１名］
矢合　正広（豊田）

2019年度表彰者紹介
～おめでとうございます～

2020年度 主な活動予定

横浜シ－サイドトライアスロン大会 新任者研修会全員研修会

栄区民ロ－ドレ－ス大会

県スポ－ツ推進委員研修会

エイドステーション（給水）係

車いすバスケット体験

10kmコースを走る参加者 スタート前の小学生と招待選手 元気に走る１・２年生

第32期
栄区スポーツ推進委員
連絡協議会　役員

スポーツ推進委員
とは

スポーツ推進委員
の役割

第32期 活動の様子

座学（スポーツ推進委員とは）ドッチビー体験



❶ 豊田地区豊田地区

❷ 笠間地区

❸ 小菅ケ谷地区

❼ 上郷東地区

６月第一日曜日に長沼スポーツ広場で開
催される豊田連合運動会。全家庭を対象に
就学前の子供からお年寄りまで約1,000名が
参加しています。

スポーツ推進委員は審判長・ゴール係・
用具係・招集係を担当します。メインは自
治会・町内会対抗リレー。年少男女・年長
男女・一般男女・50歳以上の７名でチーム
を編成し、最大16チームでのタイムレー
ス、１日楽しんでもらえる企画満載です。
（矢合）

この写真は以前笠間中央公園で行われた
デイキャンプの様子でラダーゲッターをし
ています。
　このように笠間地区では主に小学生を対

象としたイベントにス
ポーツを通じてサポー
トをさせていただくこ
とが多いです。
　今後も、このような
機会を捉えて、地域に
貢献していきます。
（堀田）

小菅ヶ谷連合町内会では毎年春から秋
にかけて、子どもたちの健全な育成を目的
にスポーツ推進委員のほかに、子ども会や
青少年指導員とタイアップして ”子どもス
ポーツ大会” を開催しています。昨年度も
小菅ケ谷スポーツ広
場において未就学児
童から小学校高学年
生約50名が参加して
ドッジビーや輪投げ
を楽しみました。
（前田）

本郷中央地
区では、毎年
５月にミニリ
ンピック（運
動会）を開催
しています。
　本郷中央地区13自治会・町内会と福祉
施設訪問の家「朋」「径」が参加し、子供
からお年寄りまで楽しめる個人参加種目と
自治会・町内会の対抗競技（綱引き、リ
レー、メディシンボール）で、対抗競技は
大いに盛り上がっています。（浅井）

本郷第三連合町内
会では毎年９月、親
睦を目的に「ふれ
あいスポーツまつ
り」を本郷小学校グラウンド(雨天時は体育
館)で未就学児から高齢者まで多くの皆さん
が参加して運動会を行っています。スポー
ツ推進委員は進行係として、各団体の皆さ
んと協力しながら、パン食い競走やリレー
など11競技を元気に楽しく、最後はお楽し
みの抽選会で締め、参加者皆で毎回楽しい
一日を過ごしています。（相馬）

　上郷西連合町会
の ス ポ ー ツ 行 事
は、いの山東公園
グラウンドで、３
種類の恒例行事を
開催しています。
昨年度(2019年度)

は、８月の「早起きふれあいラジオ体操(三
世代交流行事)」は約150名が参加し、10月
の「ふれあいスポーツ大会」(運動会)は台
風の影響で中止でした。１月の「さわやか
スポーツ大会」は約300名の参加者が、グ
ランドゴルフ、ラダーゲッター及び輪投げ
で、楽しい時間を過ごしました。
　現在のところ、今年度(2020年度)も例
年通りの３種類の行事を開催予定としてい
ます。
　しかし、状況により、開催を中止する場
合があります。新たな生活様式の環境です
が、ご参加をお待ちしています。是非、ス
ポーツを楽しみましょう。(管)

例年、初夏と秋に庄戸小学校グラウン
ドにて上郷東連合の自治会・町内会の未就
学児から高齢者が参加して、
グラウンドゴルフを楽しみ、
最後に表彰式で締め、参加者
皆で楽しい時を過ごしていま
す。（安本）

地区活動
紹介

開催日 行事名 開催場所

４月10日(水) 第32期スポーツ推進委員委嘱式 栄区役所

５月18日(土)・19日(日) 世界トライアスロンシリーズ横浜大会 山下公園周辺

６月７日(金)・８日(土) 関東スポーツ推進委員研究大会 埼玉県さいたま市

６月９日(日) 栄区スポーツ推進委員　新任者研修会 栄スポーツセンター

６月23日(日) 栄区スポーツ推進委員　全員研修会 本郷小学校

９月29日(日) 横浜シーサイドトライアスロン大会 横浜・八景島シーパラダイス周辺

10月20日(日) 横浜市身体障がい者運動会 横浜ラポールグラウンド

11月10日(日) 横浜マラソン2019 みなとみらい周辺

11月14日(木)・15日(金) 全国スポーツ推進委員研究協議会 三重県津市

11月23日(土・祝) 神奈川県スポーツ推進委員連合会研修会 横浜ラポール体育館

12月７日(土) パラフェスタさかえ2019［ボッチャ交流会］ 栄スポーツセンター

12月14日(日) 五大都市スポーツ推進委員研究集会 大阪府大阪市

１月11日(土) 栄区民ロードレース大会 埋蔵文化財センター周辺

１月19日(日) 横浜市スポーツ推進委員大会 関内ホール

２月２日(日) 神奈川県スポーツ推進委員大会 川崎市

３月15日(日) 栄区中学校対校駅伝大会（中止） 本郷台駅前周辺コース

❹ 本郷中央地区

❻ 上郷西地区

❺ 本郷第三地区

笠間地区　
高井 亮二

※2020年度後期から笠間地区会長
は高井会長に交代しました。

2019年度 活動報告
世界トライアスロンシリ－ズ
横浜大会

横浜マラソン大会

エリート女子スイム

エリート男子バイク

エリート女子ラン

沿道警備活動

荷物預かり活動


