
5月 世界トライアスロンシリーズ横浜大会
6月 第21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 第10回横浜シーサイドトライアスロン大会

11月 第25回都筑区民まつり（模擬店出店）
11月 横浜マラソン2019
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】

令和元年度　都筑区スポーツ推進委員年間行事
令和元年度　広報委員会
委 員 長 佐藤　親志 （勝田茅ケ崎） 三矢　高広 （新栄早渕） 中臣　克稔 （荏田南）
副委員長 中根　朋文 （中川） 石川　誠 （都田） 浅井　美樹  （渋沢）

栗原　孝太郎 （東山田） 池　学 （池辺） 大重　秀将 （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）
川口　義博 （かちだ） 田代　栄子 （川和） 天水　智恵 （柚木荏田南）

都筑ふれあい
 健康マラソン大会

令和2年３月１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.jp

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
令和元年12月12日迄

●インターネット
令和2年1月10日迄

●電話申込み
令和2年1月10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～ 1/5除く

平成31年　第25回 都筑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） 戸高　尚志・秀和
（１年生女子） 森田　有咲・浩之
（２年生男子） 澄川　虎雅・文彦
（２年生女子） 三尾　怜子・健介
（３年生男子） 村田　光翼・貴則
（３年生女子） 中村　真菜・公則

1.5
㎞
（４年生男子） 早坂　莉人
（４年生女子） 安孫子天希
（５年生男子） 米山　和磨
（５年生女子） 近藤　蒼衣
（６年生男子） 谷　　大智
（６年生女子） 石橋　友菜

3
㎞
（中学生男子） 菊地　恭太
（中学生女子） 望月　愛海

5
㎞
（男子16歳～35歳） 山本　　雄
（女子16歳～35歳） 梨本　侑季
（男子36歳～50歳） 三尾　健介
（女子36歳～50歳） 藤井　一美
（男子51歳以上） 上田　宏則
（女子51歳以上） 佐藤　志保

10
㎞
（男子16歳～35歳） シメケル･ヘンリック
（女子16歳～35歳） 杉内　友紀
（男子36歳～50歳） 夏目　浩大
（女子36歳～50歳） 大塚　恭子
（男子51歳以上） 井上　克己
（女子51歳以上） 大西　登美子

第21回
都筑区グラウンドゴルフ大会

（令和元年６月16日）

第25回
都筑区民まつり
（令和元年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されました。
当初は、9日に開催される予定が、雨天の為16日に順延

になりました。
16日の当日は前日の雨の影響もなく、15地区より41

チーム、246名の老若男女が、日頃の成果を見せるべく競
い合い、楽しい1日なりました。
大会の結果は、見花山GG.Aが243点の高得点にて優勝

しました。個人賞については、男性は深澤 和明様、女性
は中川 晴美様が見事優勝されました。誠におめでとうご
ざいます。

参加者募集

第26回
令和元年 12月発行　第32号

都筑スポーツ推進委員通信 都筑区スポーツ推進委員連絡協議会
都筑区茅ケ崎中央32－1
都筑区役所地域振興課内
電話 0 4 5 － 9 4 8 － 2 2 3 5



東山田連合町内会納涼盆踊り大会が8月2日、3日に行わ
れました。スポーツ推進委員は会場のパトロールを担当しま
した。子供から大人まで大勢の人達で埋め尽くされ、盆踊り
と東山田中学校ダンス部のダンスが場を盛り上げました。こ
の盆踊り大会が子供達の心に残ることを願っています。

町内会主催の夏祭りが8月3日に令和元年記念として行わ
れました。ソーラン節、吹奏楽、お笑いプロレス、阿波踊り
（写真）、和太鼓、お囃子、など各種団体からの催しで会場が
盛り上がりました。スポーツ推進委員は、会場内の安全パト
ロールに貢献しました。

5月26日神無公園にて、第43回山田地区グラウンドゴル
フ大会を開催しました。11チーム61名の方が参加しまし
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。

今年から新たにフォーチュンスクエア都筑中山自治会が加
わり、恒例の「歩け歩け大会」が5月26日に開催されました。
ウォーキング後には災害で動けなくなった車を想定し、小さ
な子供達が実際の車を簡単に移動する訓練を行いました。ま
た、ゲームでは子供達が楽しそうに参加していました。

7町会から9名のメンバーで、昨年より若干減りつつも過
去と同じ質と内容の活動を尽力して続けています。
特に10月20日に牛久保公園グラウンドで主催実施した、
中川地区連合グラウンドゴルフ大会は各地区代表が競い合い
ながらも楽しむ場としてご好評いただきました。

区内最大の「荏田南夏祭り」に、今年も参加しました。文字花
火もあり8月24日、25日に、荏田南小学校にて盛大に開催さ
れました。我々は青少年指導員と共に会場の設営・撤収・警備・
模擬店に至るまで、フル活動です。写真は提灯列の準備風景で
すが、梯子の上の者までスポーツ推進委員の自前なんですよ。

9月22日に午前中は御殿場樹空の森パークゴルフ場にて、
程よい気候下パークゴルフ大会を総数82名（内スタッフ15
名）で行いました。
午後は畑毛温泉大仙家にて食事と大会の表彰式を行い、帰
る迄の時間を温泉に入浴したりとのんびり過ごしました。

10月27日連合自治会主催による第26回レクレーション
大会が行われました。今年から名前を「渋沢フェス」と変更
し午前中はミニ運動会、午後はステージパフォーマンスを楽
しみました。午前中は参加者を4組に分け4色対抗戦、誰も
が参加でき楽しめる競技で盛り上がりました。

8月2日、3日の2日間に渡り、勝田小学校にて盆踊り大会
が行われ、暑い中多くの人達でにぎわいました。各自治会で
は、いろんな食べ物を販売しており、スポーツ推進委員もビ
ールや子供用に飴のつかみ取りなどで参加し、沢山の子供達
で賑わいました。

茅ケ崎南MGCRS連合自治会の夕涼み会が８月24日に開
催され、ストラックアウトや的当てにはたくさんの子供達が
参加し、大いに賑わいました。ボランティアで協力してくれ
た茅ケ崎中学校の生徒達とも楽しく交流することができまし
た。

私たちは地域の皆さんや町内会・子供会・各委員と楽しみ
ながら協力して活動しています。特に夏祭りの夕涼み会、秋
のスポーツフェスタ、ケアプラザ祭り、グラウンドゴルフ大
会など様々な楽しいイベントを開催しています。皆さんのご
支援とご参加をお待ちしています。

ふれあいの丘連合自治会主催による第12回「ふれあいの
丘連合祭」を川和東小学校で10月20日に開催しました。6
自治会がレクリエーションで競い合い、大人から子供まで、
約1,500人の来場者に来ていただき、大いに盛り上がりま
した。総合優勝は富士見が丘自治会でした。

私たちは、11名で活動しており各町内会の行事等を、微
力ながらお手伝いしております。10月14日には初めて都田
連合スポーツフェスティバルをJAグラウンドにて開催する
予定でしたが残念ながら雨天の為中止…しかし各手配、準備
は都田連合OneTeamで誇れるものでした。

私たちは区内最小の3人で活動しています。8月3日に折
田不動公園で行われた夏祭りで［つづきマモル君焼き］を販
売しました。列をなして買い求めてくださる皆様に感謝しな
がら良い汗を流しました。その他年始のどんと焼き等、地域
活動に力を入れていきたいと思います。

●① 東山田地区 ●⑨ 佐江戸加賀原地区

●② 山田地区 ●⑩ 川和地区

●③ 中川地区 ●⑪ 荏田南地区

●④ 勝田茅ケ崎地区 ●⑫ 渋沢地区

●⑤ かちだ地区
池辺連合9つの自治会、合計27チ

ームによるグラウンドゴルフ大会を
9月8日に開催しました。開催日には
雨の心配もありましたが前日にグラ
ウンドの整備を行ってもらい、当日
は選手の皆様のご協力も頂きなが
ら、スムーズな進行で無事に大会を
終わることが出来ました。

●⑧ 池辺地区 ●⑬ 茅ケ崎南MGCRS地区

●⑥ 新栄早渕地区 ●⑭ ふれあいの丘地区

●⑦ 都田地区 ●⑮ 柚木荏田南地区

永年勤続表彰
おめでとうございます！

永年勤続表彰
おめでとうございます！

渡辺　清（新栄早渕地区）

森　芳則（荏田南地区）
都筑区スポーツ推進委員連絡協議会
会長

25年勤続 15年勤続

20年勤続
岩崎　誠司（山田地区）
斉藤　雅子（勝田茅ケ崎地区）
豊田　昌也（荏田南地区）

15地区
活動紹介


