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ス骰ンシリーズは浜武浚

平虚 8年5月 15日 (日 )

5月 15日 (日 )、 初夏を思わせる爽やかな青空

の下、山下公園を発着として世界トライアスロンシ

リーズ横浜大会が開催されました。前日のエリート

の音剛こ続き、エイジの部には海外からの選手も含

め、約 1,5∞ 名の参加がありました。我々の従事

場所|よ 例年と同じ本牧A突堤の折り返し点付近で

す。天気が良かったこともあり、選手達もつい力が

入りすぎ?折り返し点で転倒する選手が続出して

いましたが、直ぐにレースに倒尋し 大事には至ら

なかつたようです。大会も予定通り進行し 我々も

特に問題な<、 気持ちよ<従事することができまし

た。

踪燒はス翠矮ツ蝙隆鰊辣嘔診鱗鰺瞼

平成 28年7月 3日 (日 )

7月 3日 (日 )、 青葉スポーツセンターにお

いて、青葉区スポーツ推進委員夏季研修会を

開催しました。今年度は、88名が参加し

県が推進する「3033(サ ンマルサンサン)

運動普及員講習会」を受講しました。3033
運動とは、 1日 30分、週 3回、3ヶ月間継続

して運動やスポーツを行い、<ら しの一部とし

て習慣化することを目的としています。県体育

センター職員の講習も分かり易<、 実際に体を

動かし 非常に楽し<興味深い講習でした。職

場で取組む事のできる「スキマストレッチ」等

健康増進やストレス解)肖、そして若さを保つ

効果もあるため、自治会その他のイベントで

紹介したいと思います。
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奈良北団地地区

今年は 7月 16日 (土 )、 17日 (日 )の両日、奈良北

地区夏祭り、何とか天気に恵まれ無事お祭りを終えること

ができました。子どもみこしは当日た<さんの参加者がい

て「みこし」を2基出すことができ、会場には大きな声の

「ワッシ∃イ」が響

きました。また、小

さな子ども達は山車

を一所懸命に引き祭

りを盛り上げて<れ

ました。

奈良地区

6月 」2日 (日 )、 奈良の丘小学校体育館にて、第7回

小学生 ドッジボール大会を開催 しました。奈良、奈良の丘、
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中里北部地区

恩田の各小学校から猛

ま
翫 爾
―ムには、

呈があり、大

つた一日でした■盆

6月 26日 (日 )、 スポー

'

主催の夏季スポー

ツ大会でドッジボールを行いま

梅雨の時期で したが、当日は、

226人が、小学

校の校長先生や

先生達、保護者の

声援の中で、白熱

した試合が展開

されました。

青葉台地

7月 18日 (祝 )、 小学生のスア

た。高学年は男子ソフトボール、女子予

学年は ドッジボールに参加。約 250
3会場で熱<戦い、応

援しました。緑区時代

か ら続 <大 会なので

地域の人たち に支え

てもらい、長<続けて

いきたいと思います。

6月 10日 (金 )、 鴨志田緑小 館、 6月 11日

(上 )、 鴨志田第一小学校体 画会を開催

中学年、高学 しました。懐かレい■o
氷襲いが繰り ミリの映写機蕉

勝 チ 「キャプテン翼

ボンの騎‡
した。 もた

多筵
■

‐

クリーンを

;ヽ ました。

上谷本地区

で 17チーム

去年に弓|き続き、柿の木台第―公園にてラジオ体操を実

施しました。開催期間は7角 21日～31日でしたが、21

日と翌 22日 はあいに<の雨で中止。23日 は老若男女大

勢の方が集まリスタン

プカードの配市場所に

は列が出来るほどの大

盛況。ラジオのかけ声

とともに心地よい汗を

流しました。

谷本地区

を開催しまし 5月 21日 (土 )、 青空の下、谷本小学校においてグラ

会が開催され、なじみの顔や初めての若い

n‐‐今回は大人と子どもでコースを分け同

翔 始され、毎年参加

は子どもコー

りな<大人

り大ズ態

ケット、低

と感服していまbli哲
'



毎年恒例の

に行われ竜
懐かしい

ど、全てが夏

などを利用し

すすき野地区

(土 )、 31日 (日 )

会えたり、

と言えます。日本は古
鑽

Dコ ミュニケーシ∃ンを図ってき

美しが丘地区

7月 30日 (土 )、 31日 (日 )にたまプラーザ夏祭り

が開催されました。スポーツ推進委員は恒例のスイカ害」

[θ、的当て、ホットドッグの販売を行いました。スイカ害」
名の子ども達が参加し、初めての目隠しに

蓼可郎妙獨麒赳瞑鍼型写<
動けなくなる

に迷い込んで し讐

1子等皮、みんなの声援

交う、楽しい夏祭りとなり酔

した。           ●

て第 28回第 1

各自) シ2チーム(1チームは、大人3人・子ども3 グラウンドゴルフ大会の個人戦を開催

した。この慣習を今後も

残 していきたいです。今

年参加できなか った方

も来年是非 ご参加 <だ

さい !

各チームとも

D子ともがメンバ

いるため、珍プレーも

続出し、会話もはずみ競技

を楽 しんだ一日となり、地

域のふれあいができまし

た。

市ケ尾地区

6月 19日 (日 )、 市ケ尾小学校で「第 24回さわやか

グラウンドゴルフ大会」を開催しました。好天の下、初心

者からベテランまで 32名が参加。2ラ ウンドの間、競い

合い、教え合い、ホールイ

ンワンが 10回も出まし

た。成績発表では賞品や参

加賞にた<さんの笑顔。来

年も気持ち良い汗をかき

ましょう。

荏田西地区

8月 21日 (日 )、 荏田西ら、るさと祭りが行われ、会場

設営と中学生による「わたがし屋台」を毎年支援し|でボ

命販売していまし |

た。写真の通り、皆 :

様から毎年ご好評 |

をいただいており |

ます。      |

中里地区 山内地

ゎiれあいグラウンドゴルフ大会を開催。 6月 26日 (日 )、 山内中学校グニ写

のTh 住民の親睦

んベス ト

ス コ 標にプレイす
■ 曽

る は 馨きました。12
鶴
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団 体戦の開催を

褥.わりますので、
夢育型下01)♀ __

・
荏田

5月 22日 (日 )、 青葉ス 易ザで荏田地区春季
,′

グラウンドゴルフ大会を開催じ 週 2回練習 してい

る方から、回覧版の案内を見貫 加された方など、

1約
60名の有黎:

競い合い、

リレインワ れてt‐そ

|の 度に :か りおお

|い に りました。

新荏田地区

入し、7月 23日 (土)は新荏田待望の夏ま

には浴衣・法被姿等大勢の子ども達がネ申輿と山

顔いつぱい。450名を優に超す

沢山の夕涼み客には盆踊り・荏

田小和太鼓演奏・西瓜害」り・抽

選会等、盛り沢山の楽 しい夏の

夜でした。
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滅購鹸4はず楊鬱≫木鐵メ級フ大餃

 ヽ   平虚 8年7月 10日 (日 )

7月 10日 (日 )、 都筑区の佐江戸おちあい公園で、「横

浜北部4区 (港北区・緑区・青葉区・都筑区)スポーツ推

進委員交流会 (グラウンドゴルフ大会)」 が開催されました。

前日までの雨で悪化したグラウンドを、都筑区の皆さんが

されいに当蒲して<ださったおかげで気持ちよ<プレーで

きました。夏空の下、1組 6人の4区混成チーム 16組、

合計96人がAOBコートに分かれてプレーする間、ル‐

ルやマナーを教え合い、和気あいあいと親睦を深めました。

10月 30日 (日)には、青葉スポーツプラザで青葉区

民グラウンドゴルフ大会を開催します。皆さんぜひご参加

<ださい。

饉礫区スポー    饉颯蜻畿艤徒

平成28年5月29日 (日 )

5月 29日 (日)の日帰り研修は36名がこどもの国に

集合しディスクゴルフの楽しみ方を体験研修しました。好天

気、園内おれる笑顔の家族連れ・反達グループ等をしり目に

目的競技地である平地やぬかるむ雑木林へまっしぐらに進み

ました。

競技は7ヶ所のバスケットを目がけパー3でフライングデ

ィスクを投じるというものですが、高低差・飛距離・ディスク

の回転を考えての投てきは日わぬ方向へ飛んでい<などの結

果に汗かき通しでした。それでもアンダーパー、パーにまとめ

る優れ者も出てきて拍手を浴びていました。

皆楽し<も悪戦苦闘汗をかき、その後のバーベキュ‐では、

反省を含め、弾む話題と共に楽しい石刑1多の一日を過ごすことができました。

今回体験したことを各地区のレクリエーション大会に活かすなど、今後の活動に取り入れていきたいです:

儡粽骰贔は八晰へ瘍跛饉脩辣籟鍾●勒て

馨輻堤冤祠熙    釉源
|

今年はオリンピック・パラリンピックイヤーでした。多<の方が夜遅<までアスリートの高いレベルの競技に

<ぎ付けになったのではないでしょうか?そのせいか、署い夏場にもジョギングを汗だ<でしている人も多かつ

たように日えます。スポーツを楽しむことで心の健康にもつながればと願つています。

(広報委員―同)


