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奈良北団地地区

11月 12日 (■)13日 (曰 )こ恒例の「ならきた祭J

てミニミニ運動会を関催しました 昨年は雨のため室内で

F_わヽ今年は天気も良く屋外で行われました

貢い物競争と団体競技は 野菜中,いの景品にしたところ

参力0者が増えました。い

つもより元気いっばい

に走って景品をもらっ

て 実顔で帰る婆を見て

楽しll運動会になりま

した

奈良地区

10月 2曰 〈口)秋 0育れの空の下 県立田奈高校のグ

ラウンドにて 第7回グラウンドゴルフ大会をiいまし

た 老苦男女が参加し 最

年少では小学校2年生2名

が背丈には長すぎるスティ

ックを懸命に振っていまし

た 参加者からは沢山の実

銀が溢れていました.

恩田地区

9月 4日 (日 )グラウンドゴルフ大会を開催しました

今年も 横浜美術大学のグラウントで行いました。

毎年の恒例の行亭と ンで定書レ 参力o者が悲喜こもごも

競技を楽しんていましF_.

最近は、この大会で競技の

楽 ヵ atoり 青葉区民グ

ラウンドゴルフ大会にも

参力]する人もいます.

競いました.スタッフを含

めた約 40D名が久し″ぶり

の爽やかな秋晴れの下で気

持らのいい時間を過ごしま

しF_.

青葉台地区

10月 16曰 〈曰)、 ふれあい運動会バ 言葉台中学校

て関催されました スポーツ推進晏員が前に立ちラジオ体

操で準備運動をし バン食い競走 イロ3き 玉入れ 総合
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45地区の活動 !

中里北部地区

12月 40(0)181・lとなった「ら、るさとマラツン大

Jに小中学生 一般の男女 250名 の選手
「

も 加 しまし

小詈曰禾3の絶好のコンディションの中 鳴志田中学校

ふるさこ村を周回

るコースを一人の

伍音もなく完走し

した

本

た

の

家

す
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上谷本地区

11月 12曰 (上)もえき野小学校にて毎年恒例のト

ッシボール大会が,なわれました 当日は天候に●.恵ま

れ 大勢の子ども達が参力0しました 男女それぞれチーム

ごとに分かれて試台をし 普

段は対戦する事のない小学校

の生徒達と 和気あいあい汗

を流しました 試合終了後

参加賞のお業子配布に子とも

違は皆大喜びでした。

谷本地区

10月 2日 (曰 )藤 が丘小学校においてlB例の連合白

治会体育祭か
=わ

れました。前曰の雨て近くの幼稚園と運

動会が重なつてしまい出足をい配しましたが たくさんの

皆さんに参力0していた

だき 競技に賞品に大

菖びでした 地区対抗

競技では世ltを超えて

みんなで盛り上がりま

した



荏田西地区

11月 23日 (祝)荏 田西地区初めての運動会が行わ

れました.

害い中 予想以上にF_く さんの子ともたちが集まり歓声

が飛ぶ中 皆楽しそうに体

を動かしていました 課題

も見えましたが また来年

以降続 ,て間催していけ

ればと目います

央公園までの55
kmの道のりを歩き

ました 来年も同じ

日に間催しますの

でご参加をお行う

しています

山内地区

10月 2日 (日 )秋の長雨が続く中 雲一つ無い晴天

に思まれ 第46回山内地区レクリエーシヨン大会が開催

されました.12白治会

の」ヽさい子からお年より

まで楽しめる参加種曰

と 優勝ITをめざす得点

l● 日・Jあり 地i或が一つ

になる楽しい一日てし

た

すすき野地区 美しが丘地区

11月 6日 (日 )日 本晴れの思まれた天候で「ソフト  11月 23曰 (祝)美 しが丘地区lB例の「みんなで歩

ポール大会Jが実施できました.5組のチームには すす こう秋の還足Jを間催しました 紅葉も今年は良いタイミ

き野中学校の野球さ『も迎え 老吉男女が汗を流してボール ングで色づき 早淵川の電や鯉を見ながら 楽しく都筑中

を追いかけました.終
わつてからの豚汁も大

評判で あっという間

になくなりました い

つばい楽しんで良い笑

顔で終了しました

中里地区

10月 23日 (日 )i■小学校校ににて ■里地区スポ

ーツ大会が行われました 「運動会Jから「スホーツ大会J

と名前を変えた行事は 33□目を迎え 入学前の児童か

ら高首,の方まで参力0し

ました

各自冶会対抗の競技

では ll表の選手たち

(J学生から大人まで)

が競ぃ合ぃました

市ケ尾地 区

10月 16曰 (曰)東市ケF_小学校て「市ケ尾連合体

膏祭Jを円忙しました 清々しい秋空の下 玉入71 鈴割

リ ボール送リリレー

■3き バン食い競走

子とも会対抗や町内会対

抗のリレーなど27種目

に 町内4地区のみんな

が一つになって気持ち良

い汗をかきました.

ライマ ックスとなる リレー

決勝戦まで 惜 しみない声

援 走手 こ ,いが躍りましF_

抱えきれぬ賞品に足取り|ま誼

もが軽やかでした

荏田地区

12月 4日 (日)言葉スボーツプラザでi田地区秋言

グラウントゴルフ大会を開催しま

した.害の個人戦とは違い |テー

ム6名 の総得点で競う団体戦に i
田運台自治会6地区から9チーム

が参力oして熱戦をくりひろげまし

F_過去最高‐ 8ものホールイン

ワンが飛び出し おおいに大会が盛

り上がりました

新荏田地区

10月 2日 (日 )新 荏日地区運動会が荏田小学校て開

催 ラジオ体操の後 各橿競技がスタートし 玉入れ 人

玉転かし 綱3き等児童からご高齢の方皆一生懸昴直張り

汗を流しました 昼は
=田

小生徒の10太鼓演蓑 そしてク



送り心地よい疲労感を覚えつつも多くの選手と会えた沿道整理|●蒟足し帰路につきまtF_

第7回横浜シーサイドトライアスE3ン大会

第8回区民グラウンド動 レフ大会

平成 28年 9月 25日 (日 )

第7回横浜シーサイトトライアスロンわ

'凛
島シリ ラヽダイス

をスタート フィニッシュ地点として開催されまt Fu

前曰まで雨の曰わ締 てヽいま F本 当日はスレぶln囃 に恵

まに の中でトライアスロンとアクアスロンの2種曰¨

行われました

言葉区の T―ツ推進委員21名 |よ 金沢工業団地の イ クヨー

スでい と‐ t―しまυを リオで′つ リンビックカ嘔わ

征 自資でもあり 選手が欠口と前を通過して,く嗽 ′ラ トライ

アスロンの選手わVヽイクをこぐ姿|こ |ま曰を見張るものわちり慰動

しました ま′
=選

手への声援をおくると時万退答をい層ビき 戸

橿にせ るが tの競 らも‐lJってきま_F_ 最終0露手|こ声援を

¬或墾 年 10月 30曰 (曰)

前日から雨かにり 大会かJ来るつ画 しまυこ江 当日は厚い

雲に覆われた害い嗽 言葉スポーツプラザで開催しまυこ

劾 0者 93人 16勿し―フてA ttB面に分が,■ グラウントコ

ンディションが悪い中 動 ]罰ま16コースdコ リ スコアを熱 ヽ

まυ己
スヨア|こ|よ

`1唱

しでまιスもいまυしヽ ホールインワン賞が

ハ 本も出て歓声が沸く場面も有り 最後に優属者の発表や勃 0賞

を貫0ヽ 楽しらていまυこ

青葉区民まつり2016
平成墾 年11月 3曰 (りう

さわやかな秋晴れの中 育葉区硲自テヨ司辺において言葉区民ま
つり醜 されま|クヨ

公含堂では吹奏楽やダンスなどのステージな駐車場では子どu0
けの判鋏ショーや各種団体による模擬底 体験ヨーナ、

スボーツセンターで封枷 損1定 さわやかスポーツ体験コーテ

ー そ0し苗木の無料酉い 0東|`復興支援コーナリ,ど様 な々イベ

ントわ7■
'■

6会場Jヽさな子どもづれからお年寄りの方まであ3
1/2まかりの大賑lnぃで、スポーツセンターリ などに従

事した我々 スポーツ推進晏員研 だくの一日でυこ

1編集後記
昨年秋には 各地で●々なスボーツイベントわ綺われたことと思います 普闊剛豪に気つかい う露

'を
されて

い昴 多いですわヽ 初め側 のスr ッィベント|こ勁 oされ,こ方も多く とでも良いことだと思いま,ス
ポーツを通してコミュニケーションわ■ま′■ 仲間という連撤剛こつながります 高齢社会10まり ますますこ

のコミュコアーシヨンわ重要な時劇こ入りまυヒ 皆さんも、足,中間つくりと日つて参加レてみてくださしヽ

(藤は 員―同)


