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都筑区スポーツ推進
委員連絡協議会

5月 世界トライアスロンシリーズ横浜大会
6月 第20回都筑区グラウンドゴルフ大会
7月 北部４区グラウンドゴルフ大会
9月 横浜シーサイドトライアスロン大会

10月 横浜マラソン2018
11月 第24回都筑区民まつり（模擬店出店）
1月 横浜市スポーツ推進委員大会
3月 都筑ふれあい健康マラソン大会【裏面参照】

平成30年度　都筑区スポーツ推進委員年間行事

第20回 都筑区グラウンドゴルフ大会
平成30年6月3日

第24回 都筑区民まつり
平成30年11月3日

スポーツ推進委員連絡協議会主催のグラウン
ドゴルフ大会が、JAきたグラウンドにて開催。
15地区より44チーム、264名の老若男女が、
日ごろの成果を見せるべく競い合いました。ま
た、晴天にも恵まれて楽しい1日になりました。
 大会の結果は、東方町Aチーム（都田）が、
233点の高得点にて優勝しました。個人賞に
ついては、男性は、花岡 薫様（都田）、女性は、
横溝 朋江様（池辺）が見事優勝されました。
誠におめでとうございます。

平成30年度　広報委員会
委 員 長 佐藤　親志 （勝田茅ケ崎） 吉成　博幸 （かちだ） 北村　勇司 （荏田南）
副委員長 岸本　雄吉 （池辺） 三矢　高広 （新栄早渕） 浅井　美樹 （渋沢）

栗原　孝太郎 （東山田） 石川　誠 （都田） 中原　徳雄 （茅ケ崎南MGCRS）
清水　力 （山田） 細谷　祐之 （佐江戸加賀原） 志村　誠一郎 （ふれあいの丘）
中根　朋文 （中川） 小森　大輔 （川和） 天水　智恵 （柚木荏田南）

第25回都筑ふれあい
 健康マラソン大会

参加者募集

平成31年３月３日 日

葛ケ谷公園 多目的広場（及び周辺の緑道）
ファミリー／10km／5km／3km／1.5km

大会ホームページ http://tsuzuki-marathon.com

開催日

会　場

種　目

荒天中止※

申込み
締切日

※荒天・コース状態の不良・災害等の場合には中止することもあります。大会中止の場合は、下記の方法で告知します。
●大会ホームページ　http://tsuzuki-marathon.com　●都筑ふれあい健康マラソン大会事務局　045-948-2235

●郵便受付
平成30年12月13日迄

●インターネット
平成31年1月11日迄

●電話申込み
平成31年1月11日迄

自然豊かな緑道コースを楽しく走ろう！

お申込みに関するお問い合わせ 大会に関するお問い合わせ
都筑ふれあい健康マラソン大会エントリーセンター
TEL. 048-778-5880【平日10：00～ 17：00】※12/28～ 1/6除く

都筑ふれあい健康マラソン大会実行委員会事務局
TEL. 045-948-2235【平日8：45～ 17：15】※12/29～ 1/3除く

平成30年　第24回 ふれあい健康マラソン大会 （敬称略）優勝者一覧
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（１年生男子） 澄川　虎雅・文彦
（１年生女子） 三尾　怜子・健介
（２年生男子） 田村　　湊・林生
（２年生女子） 宮本　芽依・朋也
（３年生男子） 難波　息吹・宏吉
（３年生女子） 安孫子天希・力弥

1.5
㎞
（４年生男子） 石井　将人
（４年生女子） 近藤　蒼衣
（５年生男子） 谷　　大智
（５年生女子） 石橋　友菜
（６年生男子） 金子　陽斗
（６年生女子） 藤原　　杏

3
㎞
（中学生男子） 田丸　　颯
（中学生女子） 平野　　渚

5
㎞
（男子16歳～35歳） 安藤　優希
（女子16歳～35歳） 大越　紗代
（男子36歳～50歳） 猪倉　　歩
（女子36歳～50歳） 金子　順子
（男子51歳以上） 佐久間　純
（女子51歳以上） 上田　菊代

10
㎞
（男子16歳～35歳） シメケル ヘンリック
（女子16歳～35歳） 河村　　望
（男子36歳～50歳） 藤原　孝志
（女子36歳～50歳） 中野美千香
（男子51歳以上） 井上　克己
（女子51歳以上） 大西登美子



7町会からなる12名のメンバーで、地域行
事のお手伝いをしています。
特に春と秋に牛久保西公園グランドで企画・
実行している、中川地区連合グラウンドゴル
フ大会は、各地区からの元気な老若男女が集
い競い合いながら楽しむ場としてご好評いた
だいております。

① 中川地区
10月28日、連合自治会主催のメインイベン

ト、防災・レクリエーション大会を行いました。
今年は、例年自治会対抗で行われていた競技

種目を見直し、ゲームと紅白対抗競技、そして
荏田南中学校保健安全委員の皆さんに協力をし
て頂き炊出体験を行い、ステージパフォーマン
スを楽しみながら防災食をいただきました。

③ 渋沢地区

10月21日、ふれあいの丘連合自治会主催による第11回
「ふれあいの丘連合祭」が川和東小学校で開催されました。
当日は6自治会（富士見・見花山・高山・市営つづきが丘・
エステスクエア・タンタタウン）が協力し、レクリエーシ
ョン等を競い合い大いに盛り上がりました。今年は風船割
りゲーム、紙飛行機飛ばしを初の試みとして行いました。
自治会対抗綱引きではチームワークの良さが随所に出て
白熱した試合でした。自治会対抗戦ではタンタタウンが優
勝しました。

⑤ ふれあいの丘地区
5月27日池辺町連合自治会主催、青少年指
導員・スポーツ推進委員運営による第31回自
治会対抗ソフトボール大会が葛ヶ谷公園にて
開催されました。
10チームによる熱闘が繰り広げられ、今年
は中里自治会チームが優勝しました。初夏の
爽やかな日に楽しくプレー出来ました。

⑦ 池辺地区

5月22日、神無公園にて、第41回山田地
区グラウンドゴルフ大会を開催しました。
13チーム69名の方が参加されました。
天候にも恵まれ、皆さん明るく元気に熱戦
を繰り広げていました。

⑨ 山田地区
8月3、4日の2日間、勝田小学校校庭にて
盆踊り大会が行われました。当初、雷雨もあ
りましたが無事開催出来ました。各自治会に
て、たこ焼き、焼き鳥、ビールなどの販売、
私達、スポーツ推進委員もチューハイや飴の
つかみ取りで沢山の人で賑わいました。これ
からも地域に貢献して行きたいと思います。

⑬ かちだ地区
私たちは地域の皆様や各町内会、子供会や
各委員の方々と協力しながら、楽しく活動し
ています。
夏の夕涼み会、秋のスポーツフェスタ、グ
ラウンドゴルフ大会、ケアプラザ祭など世代
を超えて楽しめるイベントを開催しています。
皆さんのご参加をお待ちしております。

⑪ 新栄早渕地区
7月15日午後1時より茅ヶ崎小学校体育館
にて「AEDと熱中症対策」の講習会を消防団
とスポーツ推進委員共催で行いました。参加
者は約30名で最初はAEDの座学で次に実技、
最後に熱中症対策の座学が行われ、参加者全
員満足して終わりました。

⑫ 勝田茅ケ崎地区

東方公園にて、南部地区12チームによる壮年
ソフトボール大会が開催されました。
記録的な猛暑の為、選手の体調をコントロー

ルする大会となりました。決勝は稀にみる試合
となり、13－12で川和Aチームが優勝し、佐江
戸・加賀原チームが準優勝。目が離せない決勝
戦でした。

⑮都田地区

私たち、柚木荏田南地区はスポーツ推進委員
最小の3人で活動しています。
今期は折田不動公園で行われる夏祭りの放送

や、年始に行われるどんと焼きなどのお手伝い
をさせて頂く事になっています。
微力ながらも地域のお手伝いが出来る様に頑

張っていきます。

② 柚木荏田南地区
今年の荏田南夏祭りは8月18、19日の土
日に荏田南小学校の校庭にて開催されました。
スポーツ推進委員は場内外の警備、テント
及び備品の設
営・撤収、駄菓
子の販売を担当
し、委員全員フ
ル回転で活動し
ました。
また、今年は、
初日の夜に24
発の花火を打ち
上 げ、 地 域 の
方々にも好評で
大いに盛り上が
りました。

④ 荏田南地区

恒例の「歩け歩け大会」が開催され、多く
の方にご参加いただき、消火訓練と楽しいゲ
ームを行いました。
消火訓練では実際の消火ホースを使った訓

練により災害へ備えができました。
また、ゲームでは目をキラキラさせた子供

達が楽しそうに参加していました。

⑥ 川和地区
第14回　都筑区南部地区グラウンドゴルフ大会が10月14日

に葛ヶ谷公園にて開催され、41チームが競技に参加しました。
前日からの雨は、皆さんの熱意により開会式までに上がり、

所々水たまりがあるコースレイアウトになり面白味も増して一
層盛り上がった大会となりました。
前日準備、会場設営、審判、集計等青少年指導員ら関係者
70名の連携により盛況のうちに大会を終えることができま
した。

⑧ 佐江戸加賀原地区

8月3、4日に、連合町内会盆踊り大会を開
催しました。
3日はゲリラ豪雨、4日は猛暑と天気に左右

されましたが、8町内会＋各種団体が出店し、
焼きそば･焼き鳥・ビール・ジュース等が販売
され、子供から大人まで輪になり盆踊りを盛
り上げました。大会開催関係者の努力が報わ
れ、楽しい2日間となりました。

⑩ 東山田地区
8月の下旬の土曜日は、MGCRS連合自治会恒例
の“夏祭り”で、地域の子供達に、スポーツ推進委員
と青少年指導員と共催しています。今夏は、さすが
の猛暑！参加者は、少なかったのですが、大いに盛
り上がりました。今年は、茅ケ崎中学校バドミント
ン部から多数のボランティア活動を受け入れ、部員
全員にボランティア活動認定証を授与しました。

⑭ 茅ケ崎南MGCRS地区

15地区 活動紹介

永年勤続表彰　おめでとうございます！
25年勤続 20年勤続

10年勤続

鈴木　昭三（佐江戸加賀原地区） 鈴木　和男（かちだ地区） 小林　信幸（佐江戸加賀原地区） 鴨志田年夫（川和地区）

石原　修二（山田地区）
織茂　規文（山田地区）
岡本　成則（中川地区）

岡本　裕之（勝田茅ケ崎地区）
竹田　賢一（新栄早渕地区）
角田　　豊（都田地区）
岸本　雄吉（池辺地区）

川内　昭夫（池辺地区）
清水　浩司（池辺地区）
今岡　　宏（佐江戸加賀原地区）
田代　栄子（川和地区）

星名　保則（荏田南地区）
杉本　道俊（荏田南地区）


