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戸塚区
スポーツ推進委員だより

■編集発行　戸塚区スポーツ推進委員連絡協議会
■事 務 局 　戸塚区地域振興課地域活動係

2020 年度に向けて 戸塚区スポーツ推進委員連絡協議会会長　栗田  優

スポーツ推進委員の皆様へ 戸塚区長　吉泉  英紀

★横浜市スポーツ推進委員永年勤続者表彰 ( 市長名表彰 )
　15 年表彰
　　杉原　公紀（戸塚第三地区）
　　渡辺　敬昭（戸塚第三地区）
　　齋藤　弘光（踊場地区）
　　槻木　宏次（踊場地区）
　　立石　明美（舞岡地区）

 2019 年度 永年勤続者表彰受賞者紹介
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《少年少女スポーツ大会（ペタンク＆ボーリング）》
６月 30 日、今年も名瀬小学校体育館で行いました。参
加者は昨年より少なかったですが、夏の始まりのひと
時を楽しく過ごすことができました。

（名瀬地区　肥田）

《汲沢健康ウォーク》
連合町内会主催、青少年指導員ら協力のもと、汲沢健
康ウォークを開催しました。チームで、汲沢内のチェッ
クポイントをクイズラリー形式で回り、約 2 時間を楽
しく健康的にウォーキングすることができました。

（汲沢地区　東郷）

《下倉田ケアプラザ祭り》
毎年恒例のケアプラザ祭りが、12 月 1 日連合町内会、
地域団体協力のもと開催されました。文化体育部（ス
ポーツ推進委員、青少年指導員、戸塚区体育協会）は、
やきとりブースを担当、2,000 本のやきとりは終了時
間を待たずに完売しました。　　　（下倉田地区　沼倉）

《第２回大正地区駅伝大会》
快晴のもと、第２回大正地区駅伝大会が 12 月に 16 チー
ムが参加して開催されました。この大会は一時中断さ
れていましたが、昨年より再開されました。起伏の多
い選手泣かせのコースですが、全員が全力で走り抜け
ました。　　　　　　　　　　　　　（大正地区　坂井）

《上倉田地区グランドゴルフ大会》
９月 21 日、毎年恒例の上倉田地区グランドゴルフ大会

（上期）を上倉田八幡谷公園にて開催しました。地域の
皆さんが、日頃の練習の成果を発揮し、楽しくプレー
していました。下期の大会は 3 月に予定しています。

（上倉田地区　三宅）

《健民体育祭》
今年の健民体育祭は開会式から雨が降り出しました。
前日台風の爪痕としての枝・葉がいっぱいだった東戸
塚小の校庭を参加者で清掃したことが功を奏したか、
雨も小降りで収まり最後まで競技が行えました。

（吉田矢部地区　吉田）

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〉世界トライアスロンシリーズ横浜大会
　　　　（2019 年 5 月 18 日）　　©satoshi TAKASAKI　

新　任　会　長　挨　拶

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。

私たちスポーツ推進委員の役割
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編 集 後 記
　今回は新地区会長の挨拶と
各地区の活動を纏めました。
　委員の皆さま、記事の提供
ありがとうございました。
　広報委員長

蒲谷 美保（柏尾地区会長）

　第 32 期の前期 1 年が間もなく終了します。後期はいよいよ TOKYO2020 オリンピッ
ク・パラリンピックが開催されます。横浜市スポーツ推進委員も聖火リレーのお手伝い
ができることとなり、参加できるスポーツ推進委員は思い出に残る活動の一つとなるこ
とでしょう。暑さの中での大会となりますが、昨年のラグビーワールドカップ以上に日
本中が盛りあがり、感動する大会になることを祈念いたします。
　後期も委員各位のご協力が必要となりますので、よろしくお願いいたします。

　平戸平和台地区会長　山村  栄作
　今年度より平戸平和台地区の会長
に就任しました。不慣れですのでご
指導の程、よろしくお願いいたしま
す。当地区推進委員は５名です。

　上倉田地区会長　高橋　淨
　今年度から就任しました。上倉田
は 10 名で活動しています。
　少年少女スポーツ大会、歩け歩け
大会等を開催しています。

　下倉田地区会長　田中  久雄
　当地区は 9 名で地域の活性化
に繋がる活動をしています。
　市の民俗文化財「南谷戸の大
わらじ」は今年が三年に一度の
掛替時期です。

　スポーツ推進委員の皆様には、地域でのスポーツ・レクリエーション活動へのご尽力、
ありがとうございます。また、横浜マラソン等、横浜市が行うスポーツ大会における、
多大なるご協力に感謝いたします。
　2020 年はオリンピック・パラリンピックが開催され、ますますスポーツが注目され
る一年です。引き続きお力添えをいただきますようお願いいたします。

吉野　和宏（川上地区）
萩田　光良（東戸塚地区）
米倉　淳（大正地区）
中野　泰志（汲沢地区）
成田　修三（汲沢地区）

25 年表彰
　髙橋　進（戸塚第一地区）
　森本　髙義（踊場地区）
　伊藤　澄夫（上矢部地区）
　澤口　浩人（大正地区）

★横浜市スポーツ推進委員連絡協議会退任者表彰（30 年退任）　　実方　幸一（戸塚第二地区）
★スポーツ推進委員功労者表彰（文部科学大臣表彰）　　　　　　  栗田　優（戸塚第一地区） 

＊敬称略



スポーツ推進委員 ★地域活動紹介★ 地域の皆様のスポーツ・レクリエーション活動のサポートや
アドバイスをいたします。是非ともお気軽にご相談ください。

スポーツ推進委員 ★地域活動紹介★

《ナントツ秋祭り 2019》
南戸塚小学校で10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、小学生238名が参加。
体育館と屋外でこま回し、竹とんぼ、竹ぽっくり、けん玉
をはじめ計９種目の懐かしい昔遊びの体験を楽しみ、保護
者・スタッフ共々交流を深めました。（戸塚第一地区　松下）

《三世代交流ペタンク大会》
今年も恒例のペタンク大会が開催されました。色々な世
代の方に参加頂き、楽しく競技を行いました。お昼は皆
で美味しいカレーを頂き、とても充実した一日でした。
次回も皆様の参加待ってます！（戸塚第二地区　熊澤）

《第 8 回第三地区ソフトバレー大会》
11月16日に踊場地区センターにて恒例のソフトバレー
大会を開催いたしました。当日は 10チームが日頃の練
習の成果を発揮し、大熱戦を繰り広げました！

(戸塚第三地区　山本 )

《健民ウォーキング　阿久和川・宇田川の源流探索》
川沿いを歩いてお昼に解散と気楽に参加できる企画も２
年目。散歩しながら地元の歴史を学べる楽しいイベント
になりました。春は阿久和川、冬は宇田川を遡りました。
いつもの風景にたくさんの発見がありました。

(踊場地区　永田 )

《こども水泳教室》
北汲沢・踊場・汲沢地区合同の恒例行事で、今年も７月
31日からの５日間、汲沢小学校において開催しました。
専門のコーチを招いてのレベル別指導により、皆見違え
るほど上達。来年も参加をお待ちしております。

（北汲沢地区　佐久間）

《少年少女スポーツ大会》
７月ドッヂビー大会を開催しました。低 ･ 高学年各 7
チームにグループ分けし、それぞれ 14試合を行い上位
２チームによる決勝を行いました。決勝戦は全員による
応援で大変盛り上がりました。

（舞岡地区　岡田）

《ペタンク大会》
11 月に開催したペタンク大会の様子です。大人たちの
一投にかける真剣な眼差し、子供たちは試合をする度
にみるみる上達！　大人から子供まで楽しめるスポー
ツ “ペタンク ”を満喫、各試合大熱戦で寒さも吹き飛び
ました。　　　　　　　　　　　　　（川上地区　長澤）

《柏尾地区 元旦マラソン大会》
一年の計は元旦マラソンにあり！　元旦恒例のマラソ
ン大会は毎年 150 名以上の参加者が集まる人気行事で
す。ゴールの柏尾小では、甘酒の配布や記念写真の撮
影もあり、皆で楽しく汗を流していました。

（柏尾地区　蒲谷）

《凧揚げ大会》
毎年２月 11日に、東戸塚地区恒例の凧揚げ大会を実施
しています。沢山の凧が空に舞い、手作り凧や連凧を
親子が協力して揚げ、楽しい一日を過ごすことができ
る一日です。絡んだ凧を解くなど、スポーツ推進委員
も協力しています。　　　　　（東戸塚地区　齋藤（基））

《少年少女スポーツ大会》
6月22日平戸小学校にてドッヂビーを行いました。様々
な学年で構成された縦割りチーム。上級生が下級生を
思いやる場面、一生懸命応援する様子、真剣勝負、見
どころ満載の有意義なひとときとなりました。

（平戸地区　吉原）

《少年少女スポーツ大会》
７月境木小学校体育館にて、ドッヂビーを高学年・低
学年各 4チームに分かれ試合形式で行い狭いコートを
走り回って楽しんでいました。最後に、高学年優勝チー
ムと保護者の試合を行い大変盛り上がりました。

（平戸平和台地区　増茂）

《少年少女スポーツ大会》
９月７日上矢部小学校にて少年少女スポーツ大会を実
施しました。約 50人が参加し、ドッジボール、大縄跳
びを楽しみ、最後に焼きそばを食べました。子どもチー
ムと大人チームのドッジボール対戦は白熱しました。

（上矢部地区　菅原）
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