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就任挨拶

スポーツ推進委員の皆様へ

戸塚区スポーツ推進委員連絡協議会
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30期の皆様に市長からの委嘱
状をお渡ししてから、早いもので
１年が過ぎようとしています。
地域におけるスポーツ・レクリ
エーションの普及振興、世界トラ
イアスロンシリーズや横浜マラソ
ンなど、大きなスポーツイベント
にも御尽力をいただきありがとう
ございます。
今年、戸塚区では硬式テニスや水泳の全国大会で優
勝した２人の小学生に区民栄誉賞をお渡しできました。
戸塚の子どもたちが、小さなころからスポーツに慣れ親
しみ、スポーツが大好きになる環境や風土を作っていた
だいていること、また、あらゆる世代の健康増進に寄与さ
れているスポーツ推進委員の皆様の活動には心から感
謝しております。
引き続きスポーツ振興の担い手として、また地域の健
康づくりの推進役として、更なる御活躍を期待するととも
に、いっそうの御協力をよろしくお願いいたします。

昨年4月、第30期（平成27年4月
～平成29年3月）戸塚区スポーツ
推進委員連絡協議会の会長に就
任いたしました。永年スポーツ推
進委員活動にご尽力いただき、
横浜市スポーツ推進委員の定年
により退任されました前会長柴田
武志氏の後任として、また、諸先
輩方が築かれた歴史を受け継ぐ
ことに身の引き締まる思いです。
スポーツ推進委員は、各地区の運動会（健民祭）の運
営、ソフトバレーボール・インディアカ・ペタンクをはじめ
とする「ヨコハマさわやかスポーツ」の普及、時にはイベ
ントでのお餅つきや屋台販売、また市内・区内で開催さ
れるマラソン大会の沿道警備等、様々な活動をしており
ます。 今後とも、区民の皆さまの健康促進、レクリエー
ションに少しでもお役に立てるよう「明るく」「楽しく」努め
てまいりますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願い
申しあげます。
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齊藤 光雄

松岡 孝助

回覧

斉 藤

豊

北汲沢地区
山田 弘幸
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≪第50回 健民際≫
節目となる第50回開催として10月に戸塚小学校
の校庭で行われました。町内会・自治会15チーム
が出場し、従来の競技に加えて全員参加できる
「○×クイズ」で盛り上がり、地区内の皆さん相互
の親睦を深める楽しい一日となりました。
（戸塚第一地区 松下）

≪少年少女スポーツ大会「ドッヂビー大会」≫
夏は恒例となっているドッジボール大会を東戸塚小
学校で開催しました。冬は数年前より地区内３小学
校で持ち回り開催しているドッヂビー大会を、矢部小
学校で開催しました。（戸塚第三地区 吉田）

≪健民ハイキング≫
5月快晴のなか20名以上の方に参加いただき、京
急久里浜駅からペリー公園、燈明堂、西叶神社、東
叶神社などをめぐり、浦賀駅までの間を途中に昼食
休憩などをとり、約4時間をかけハイキングを行いま
した。（北汲沢地区 小田原）

≪三世代交流ペタンク大会≫
7月の暑い中ではありましたが、子どもからお
年寄りまでたくさんの方に参加いただきました。
みんなで教えあいながら、競技を楽しみまし
た。お昼はお母さん方の手作りカレーをたくさ
ん食べて、午後も元気いっぱい頑張りました。
（戸塚第二地区 菅原）

≪秋の健民ハイキング「世界遺産 韮山反射炉」≫
秋晴れの伊豆の歴史を巡るハイキング。見事な障子堀の山中城
址からは雄大な富士山を望み、三島大社では七五三の元気な子
ども達でいっぱいの境内を見学。江川邸で歴史を学んだ後は、
蛭ヶ小島、願成就院を経て、狩野川河川敷でお弁当タイム。最後
に韮山反射炉の雄大な姿を堪能しました。（踊場地区 永田）

≪ペタンク大会≫
９月に南舞岡小学校グラウンドでペタンク大会が
開催され、各自治会の幅広い年齢層の皆様方
からの参加を頂きました。大会も多いに盛り上が
り、大人から子どもまで楽しい時間を過ごすこと
が出来ました。（舞岡地区 平間）
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≪少年少女スポーツ大会≫
11月秋晴れの下、川上小学校校庭にてペタンク大
会を開催いたしました。会を重ねるごとに子どもたち
も上達してきました。皆さん楽しんでいただけました。
（川上地区 今泉）

≪少年少女スポーツ大会≫
7月に毎年恒例のペタンク大会を上品濃公園で開
催しました。多数参加の子ども達と保護者の方々を
グループ分けし、チーム対抗戦競技を行いながら
ルールを学び有意義な交流を図る事ができた、楽し
い一日でした。（東戸塚地区 齋藤）

≪平戸平和台地区連合町内会大運動会≫
10月秋晴れの下、恒例の大運動会を開催いたしま
した。
昨年から新しい種目として、取り入れました障害物
競争「網くぐり」も子ども達に人気でした
（平戸平和台地区 斉藤）
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≪少年少女スポーツ大会（インディアカ）≫
今年で26回と成る大会でスポーツを通して青少年
の健全な育成と明るい街づくりをする為に、7月に開
催しました。（柏尾地区 山本）

≪平戸地区連合町内会大運動会 ≫
今年も10月に川上公園で開催されました。 当日は素晴
らしい天気のもと、昨年度の優勝旗返還から始まり、台
風の目、綱引き、ラグボールで遊ぼう、そして白熱する
町内対抗リレー等で 各自治会・町内会の老若男女が
優勝目指して、大奮闘しました。（平戸地区 ブライソン）

≪少年少女スポーツ大会≫
今年は、例年と比べて参加者が少なく心配されまし
たが、その分、試合数が増えて、大変でしたが楽し
いドッヂボールとなりました。その後は、各グループ
ごとに別れてのおお縄跳びを実施して怪我人も出
すことなく、有意義な大会となりました。
（上矢部地区 梅林）
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≪少年少女スポーツ大会≫
7月5日に名瀬小学校体育館で児童約80名が参加して
ドッヂビー及びボールゲームを行ないました。4学区に
またがるため、普段顔を合わせない子ども達も楽しく
参加し、とてもいい雰囲気の中無事終了しました。
（名瀬地区 小泉）

≪こども水泳教室≫
毎年恒例と成りましたこども水泳教室を、夏休みの
５日間実施しました。日に日に上達していく泳ぎと頑
張りには、毎年のことながら感心させられます。
（大正地区 松田）

≪少年少女スポーツ大会≫
7月、汲沢地域ケアプラザにてぐみさわ納涼祭のイ
ベントとして輪投げ、ラダーゲッター、グラウンドゴル
フを行いました。地域の子ども達が多数参加し楽し
んでいただきました。また、賞品、参加賞も好評でし
た。（汲沢地区 政村）

≪上倉田地区歩け歩け大会≫
１０月、二宮の吾妻山へ、ハイキングと茅ヶ崎の竜泉寺
の湯へ行きました。朝は曇りでしたが、午後から晴れ山
頂からの富士山は絶景でした。約50名弱全員気持ち良
く登頂、下山そして風呂、健康を感じながら楽しく、コミュ
ニケーション、来年もやるぞ。（上倉田地区 中山）

平成27年度スポーツ推進委員表彰者
受賞おめでとうございます
○横浜市スポーツ推進委員
永年勤続者表彰10年表彰
佐久間 茂（踊場地区）
伊藤 富夫（舞岡地区）

≪下倉田地区歩け歩け大会「伊豆城ヶ崎」≫
昨年度、雨で行けなかった城ヶ崎海岸へ再トライ。
今年度も着く頃からしとしと雨が降り始める。
一番の見どころの吊橋も数日前から改修工事と残
念無念。
しかし、雨にも負けず、風にも負けず、ボラ納屋から
伊豆高原駅の6kmを元気に完歩しました。
（下倉田地区 沼田）

○横浜市スポーツ推進委員
永年勤続者表彰25年表彰
塚越 裕（戸塚第二地区）
村松 功（踊場地区）

○横浜市スポーツ推進委員 ○平成27年度神奈川県
永年勤続者表彰15年表彰 スポーツ推進委員連合会表彰
竹澤 正博（戸塚第一地区） 佐久間 茂（踊場地区）
田中 まゆみ（北汲沢地区） 伊藤 富夫（舞岡地区）
山田 弘幸（北汲沢地区）
○平成27年度全国スポーツ推
齋藤 峰夫（東戸塚地区）
進委員連合賛助会員感謝状
青木 和弘（上矢部地区）
柴田 武志（前戸塚区会長）
暮地 義治（上矢部地区）
坂井 純夫（大正地区）
柳沢 悟（大正地区）
齊藤 光雄（柏尾地区）

