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第 31 期を終えて

戸塚区スポーツ
推進委員連絡協議会
会長 栗田 優

第 31 期の２年間、
各地区スポーツ推進委員の皆様お疲れ様でした。来る第 32 期は、
ラグビーワールドカップ 2019、TOKYO 2020 オリンピック・パラリンピックの年
度です。ボランティアの応募も多く、スポーツ推進委員が直接携わることは現時点で
はないと思いますが、一部競技が横浜市で開催されるこのスポーツイヤーを皆で盛り
あげていきたいと思います。
末筆ながら、１月開催の横浜市スポーツ推進委員大会において永年勤続者表彰を受
賞された皆様、おめでとうございました。永い間のご尽力に敬意を表するとともに、
委員を陰ながら支えていただきましたご家族の皆様に深く感謝申しあげます。引続き
委員を継続していただける方、今後とも地域の皆様の健康促進、レクリエーションの
振興等にお力添えをいただきますようお願いいたします。

スポーツ推進委員の皆さまへ

戸塚区長
田雑 由紀乃

スポーツ推進委員の皆さま、日頃から世界トライアスロンシリーズ横浜大会をはじ
め、様々なイベントにご協力をいただき、また各地域においてもスポーツを通じて魅
力あるまちづくりにご尽力いただき、ありがとうございます。
さて、次の任期（2019 ～ 2020 年度）はラグビーワールドカップの決勝を含む 7
試合、そしてオリンピック競技の一部が横浜で開催され、ますます横浜がスポーツで
盛り上がる 2 年間となります。引き続き、地域のスポーツ振興の担い手として、ま
たスポーツイヤーを盛り上げる一員として、さらなるご活躍を期待しています。
戸塚区は今年の４月に区制 80 周年を迎えます。区民の皆さまに、もっともっと戸
塚のことを好きになっていただけるような１年にしたいと考えておりますので、この
記念すべき節目を、スポーツ推進委員の皆さまにも一緒にお祝いしていただければと
思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

平成 30 年度 永年勤続者表彰受賞者紹介
★横浜市スポーツ推進委員永年勤続者表彰 ( 市長名表彰 )
10 年表彰
池田 恵一（戸塚第一地区） 中山 光枝（戸塚第一地区）
石山 隆行（戸塚第一地区） 葛西 靖（戸塚第一地区）
遊佐 智（東戸塚地区）
齋藤 基（東戸塚地区）
坂間 政章（名瀬地区）
肥田 隆（名瀬地区）
佐藤 和輝（大正地区）
松田 和満（大正地区）
田中 久雄（下倉田地区）
藤田 卓也（汲沢地区）
15 年表彰
今里 信保（上矢部地区）
20 年表彰
熊澤 芳明（戸塚第二地区）

松下 晴夫（戸塚第一地区）
鈴木 教子（踊場地区）
三枝木 寛也（平戸地区）
葛間 キミヨ（大正地区）
東郷 桂子（汲沢地区）

★神奈川県スポーツ推進委員連合会表彰
（横浜市 10 年表彰受賞者と同じ）

★関東スポーツ推進委員協議会表彰
齋藤 峰夫（東戸塚地区）

★スポーツ推進委員功労者表彰 ( 全国表彰 )
★横浜市教育委員会表彰
栗田 優（戸塚第一地区）

スポーツ推進委員

★地域活動紹介★

皆様の地域を中心とした
スポーツ・レクリエーショ
ン活動を通して、中心的
な役割を担って参ります。

《下郷小学校土曜日交流会》
下郷小学校体育館で 12 月に開催。PTA 主催、スポーツ
推進委員・青少年指導員協力のもと、児童・先生・保護
者 140 人が参加。ストラックアウト・ペタンク・カロー
リングのさわやかスポーツの体験や工作実技をグループ
毎に回り楽しみました。
（戸塚第一地区 松下）

《ペタンク大会》
7 月に毎年恒例のペタンク大会を開催しました。 おじ
いちゃんからお子さんまで参加いただき、お昼は地域の
皆さんの手作りカレーを美味しく頂きました。ペタンク
知らない方も簡単なので大丈夫、大歓迎です。
（戸塚第二地区 中島）

《ソフトバレーボール大会》
11 月 23 日 祝日にもかかわらず、多数の参加者により
盛り上がる大会となりました。元気はつらつ！ 優勝を
目指して、各チームが全力で頑張りました。怪我もなく
無事に終える事ができ、素晴らしい大会となりました。
（戸塚第三地区 濱野）

《健民ウォーキング 柏尾川の源流探索》
春は戸塚駅から地下鉄上永谷車両基地まで、冬は上永谷
駅から港南区日野南まで、柏尾川の源流の一つ平戸永谷
川を遡りました。季節の移ろいと 500 年もの歴史を感
じるお散歩。たくさんの発見がありました。
( 踊場地区 永田）

《少年少女スポーツ大会 ( 子供の集い )》
《第 31 回舞岡地区少年少女スポーツ大会》
毎年 7 月に開催し大勢の方にご参加頂く恒例行事ですが、 ７月に舞岡高校体育館においてドッヂビー大会を開催し
今年は体育館の改修工事の関係で 11 月に開催。ドッヂ
ました。参加者は 150 名。 決勝戦では、子供たち全員
ビーチーム対抗戦、ラダーゲームを楽しんだ後、公園で
が観戦、応援できるように体育館の中央にコートを新た
焼きそばを堪能、賞品のおもちゃで遊んだりしました。
に設営し直し、大歓声の中大変盛り上がりました。
（北汲沢地区 佐久間）
（舞岡地区 鎌田）

私たちスポーツ推進委員の役割
スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づ
いて広域的な活動を行っています。スポーツにおいて、「する」「観る」「支える」
という三要素を考えた場合、私たちは「支える」という立場にいる メンバーです。

スポーツ推進委員 ★地域活動紹介★

《ゲーム大会》
12 月に「ゲーム大会」を開催し、ペタンクなど 6 種類
のゲームで得点を競い合いました。中でも “ 大根鉄砲 ”
は、大変好評でした。ゲーム大会後は、児童文化作品
展へ出品する作品を作成、青少年指導員と連携し有意
義な一日となりました。
（川上地区 長澤）

《少年少女スポーツ大会》
毎年７月に柏尾地区ではスポーツを通して「社会を明る
くする運動」の一貫として、連合町内会と社会福祉協議
会主催による「少年少女スポーツ大会」
（インディアカ）
を開催しています。今回の参加者数は 80 名でした。
（柏尾地区 齋藤（光））

《東戸塚地区 凧揚げ大会》
毎年 2 月 11 日に上品濃公園で凧揚げ大会を実施してい
ます。親子の凧揚げの手伝いや絡んだ凧を解いたり、糸
の切れた凧を追いかけたりとスポーツ推進委員も大活
躍です。手作り凧の表彰や出店もあり、楽しくすごすこ
とができる一日です。
（東戸塚地区 齋藤（基））

《グラウンドゴルフ・パークゴルフ大会》
毎年 3 月に開催されるグラウンドゴルフ・パークゴル
フ大会。自治会・町内会、行政から委嘱され活動して
いる団体、小中学校の先生、PTA のみなさんが和気あ
いあいとしながらも真剣にプレーしていました。
（平戸地区 津滝）

《球技大会》
11 月晴天の中で毎年恒例のグラウンドゴルフを行いま
した。小学生から高齢者まで 67 名の参加をいただき、
微笑ましい交流ができました。ホールインワンが 7 名
もいてビックリです。終了後手作りの「すいとん」を
皆で食べて、お腹も満足の一日でした。
（平戸平和台地区 室川）

《少年少女スポーツ大会》
９月１日晴天の中、上矢部小にて恒例の少年少女スポー
ツ大会を実施しました。約 50 人でドッジボール、大縄
跳びで楽しんだ後に青少年指指導員の作った焼きそば
を食べて解散しました。皆で楽しめました。
（上矢部地区 藤谷）

スポーツ推進委員 ★地域活動紹介★
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《少年少女スポーツ大会（ペタンク＆ボーリング）》
《こども水泳教室》
７月、名瀬小学校体育館で行いました。今年はあえて
毎年恒例のこども水泳教室を今年も開催しました。横浜
熱中症予防のために、屋内での大会にしました。体育
市水泳協会から派遣のコーチによる熱心な指導により、
館も暑かったですが、直射日光が当たらない分、快適
子供たちはみるみる上達していきました。最終日には
に楽しむことができました。
（名瀬地区 肥田） 練習の成果発表会があり、保護者が熱心に応援してい
ました。
（大正地区 坂井）

《汲沢連合町内会レクリエーション大会》
《上倉田地区歩け歩け大会》
10 月 21 日、こばと幼稚園にて開催されました。地域
10 月 21 日朝８時 45 分出発。秦野戸川公園へ。天気
のお子様から年配の方まで多数に参加いただき、パン食
は快晴。神奈川県立秦野戸川公園内散策、昼食、そし
い競争、借り物競争など全員で楽しめる競技を行い、楽
てリラクゼーション秦野湯花楽入浴、帰路へ。お疲れ様。
しんでいただきました。また抽選会もあり、好評でした。
（上倉田地区 中山）
（汲沢地区 政村）

《下倉田地区歩け歩け大会》
11 月、冬桜の名所群馬県の「桜山公園」を総勢 75 名
でバスハイクしました。紅葉と冬桜が同時に観賞でき、
晩秋のハイキングを楽しみました。昼食後は、早々に
帰路つき夕方の 5 時に到着・解散。渋滞の無い快適な
バスハイクでした。
（下倉田地区 田中）

スポーツ推進委員の
主なスポーツ大会派遣
横浜マラソン、世界トライアスロンシリーズ横浜大
会、横浜シーサイドトライアスロン大会などの支援・
推進に協力しています。
〈写真〉横浜マラソン 2018 ではフルマラソン
ランナーの手荷物預かりを担当（パシフィコ横浜）
写真提供：オールスポーツコミュニティ

《各種競技大会及び健民体育祭》
当地区は、少年少女スポーツ大会、健民体育祭とともに、
地域の皆様からの要請に基づき、ソフトバレー大会を
2 回開催しました。春の大会では優勝チームにバナナ、
準優勝チームにはパイナップルの副賞がつきました。
（吉田矢部地区 吉田）

