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第31期のスタートにあたり

育葉区スポーツ推進委員動 51議会

会長 白丼 勇次

平桑は 私ともスボーッ推進委員
の諸舌動にこ理解 ご協力を賜り誠
|こありがとうこざいます

| さて 本年4月から第3`Elがス

ごあいさつ

青葉区長 |“ 泰―

スポーッlbL員の皆様に1よ 日頃
から本市及び青葉区のスポーツ振興に

校〕ミカをιlF_だき、本当にありがとう

ごぎいま■ 感討しております
委貫Э皆様におかれましては、毎年

3回の珈多を自ら企画嗽 ●Ij知識αO上 a恐へ そ
の成果を活かt le域スポーッの6筐に力を尽くンてい
ただいております ま,=横浜マラツンや世界トライア
スロン大会といった大き困崖υま皆様の書備などの御
協力があつてこa謝達できるもに 重ねでき謝■し上
|ザま■ 2019年ラクピー ワJし トカッ

'2020… オリンピック ′ラ リンビックに向|サて 護
区のスボーッをさらに盛り上プていきたいと思つてお

りま魂 今後とま 地裁の皆様と共にス● ツを楽お 、
スポーツを通じ」 ul或コミュニティの日奎化に御協力
llロピければ

=い
です

タート 今期も 市域で行われるビックイベントヘの協
力の よら

'地
域の動 動 まところで気軽|こ参加

てま ヨ本を動かすことで楽しみ本がら「lt力向上 健
康づくりJかJ来る各種スボーツ事業を展開ンていきた
いと思つています

ま,=スポーツ推進委員が3u或て核となリ スポー

ツ0レクリエーシヨンを通して人と人とのつながつづ
くり等にu責極的に取り組んでまいりF_いと思います
これからの2¬鳳 スポーッ推進委員―同 屎Pの皆

様のお役に立てるよう努めてまいりますので さらなる
ご理解とご協力を宣しくJ願い■ン上げま魂

5月 14日 (日)世界トライアスロンシリース横浜大会エインの割
わ開催されまUF_前日の面の影響もあつてアヽ 副釉 くin寒ぃ中で
のレースとなりまυ3ヽ 選手たちは日頃の僚習の成果を確かめるベ

く ―J懸命実走t いまtF_ 個人の「スタン

'―
ドディスタンス

1芍トライアスロン笥 の都,31こ 1 2493リ レー|こ36チー

ムの働 0わちり 柳̈ ごとく画京コース爛 到υこln コーナーで
由がり_・lすカラーヨーンに接触tF_り と 白熟υこレースが展間さ
れまυt数十台の イヽクカ仁団となり 散+キロのコ妻で建 する
様け なかなか見応えがありま■ ―度レースを生で見に来てはllか

わてすか?

世界トライアスロツシリーズ横浜大会

横渕 ヒ部4区スポーツ推進委員交流会

7月9日 (日)憲障征3●こ工戸おらあい公園ζ 喘剤嘲皓

`4区

(港

1に 緑区 震蹂区 者mヽoスr ッ推進委員交流会 (グラウントJレ
フ六カ 」が間催封 1ま tF_1●Sの谷間倒蜘 下、 1組6人で4区混
成チームを16網、合計96名がABコ ートに分かヽ ,レリ ス|マナー

|

を教えれ  ヽ暑さを忘ねメ]気あいあいとブレーし剰撻を知 まυLグラ |

ウンドjlレフの レールは難しくなく 小さけ んから動 まで

手軽にできるスポーツて,言 葉区民グラウンドコの 大会も毎句謝崖

していますので ぜひご動 oく ださ0ヽ
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奈良北団地地区

今年の夏の大イベント「夏祭り」を7月 15曰 〈■)、

16曰 く曰)の 2日間天気に急まれ無事開催することが

できました。

今年は子どもみこし

山車の参加者が多くにぎ

やかになりました 特に

女みこしはベンライトを

持ち会場を華やかに盛り

上|プました。 繁イ

,平成 29年度 前期

15地区の活動 !

中里北部地区
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奈良地区

地区便り

6月 11日 (曰 )奈
良小、思田」ヽ 宗良の丘

小の学量の精鋭が集い

「第8回 小学生 トッシボ

ール大会Jを開催しまし

6月 9曰 (金) 10日
(■) 鳴志口録J、 鴨志

田第一小の体育館において

毎年恒例となった 16ミ リ

た 奈良の丘小学校滅

フィルムを映写する

を聞催しました。今|
`    |ンJと

'育館では 外の熱 `■

 ■                1
いくらいの子どもたち

とやる気がみなぎ2 低学年 中学年 高学年 f まり 大き

上映しました. 340名を超える

うに見入つてしは配
“

,

,

かれ、優勝チームに タルの贈皇を行いました。

5月 14曰 (口 )、 習

ラウンドゴルフ大会を行いました

梅雨も明け 青空の広がる

7月 24日 (金)毎 年恒例

のラジオ体操を柿の本台第

一公園にて始めました

開催ltl間 は7月 21日～

31曰 .初日の21曰 は暑さにも員けす 200人程の老

告男女が集まりました 近所の大学の野球部員をお手本に

しながら ラジオのかけ声とともに出地よい汗を流しまし

た.

谷本地区

5月 20曰 〈■)谷本小学校て第1回グラウントコレ

フ大会を開催しました 子どもと大人のコースに分かれ、

上谷本地区

ら歓載●I上 7●Iっ ていました

今後も第 2回グラウンド

ントにて グ

こが グ

ラウンドの芝がいつもの年より長かった0

闘していました しかしホ

ールインワンも、そこそこ

出て歓喜の戸が沸き上がっ

て 良い大会でした。

今年も 100人 弱の参力0音で競技パ

青葉台地区

悪戦苦

●ド|｀ ノルディックウ

学生の夏季[
0
ム

を関催しまし′●

7月 17 )、 Jヽ

|さ

男子ソフトボ■サ
ニバスケット |

ッシポールに参力0夫天下

の中 約250名の選手が熟く戦い ご家族が声援を送り

続けました rF区時ltか らの歴史ある大会なので 長く続

けていきたいと思います

訃 育祭 ス

:しい行事を

偏誓[」嘗31悔

各 地



すすき野地区

「第43回ふるさと祭り盆踊り大会Jが 7月 30日
(曰 )に開 |

美しか丘地区

方々より

`o今

では3
藤 ■年ⅢくFの察りま当l.の

7月 29日 (上)30日
(日 )に美しがft地区恒例

の夏祭りを関催し 多くの

方が参力0されました。スホ

ーツ推進委員もスイカ割

世代で祭り する 0ど 0

互いに芦 合い 協

力し合う地

いていきま

今後も実 コ当し延べ千人ll上の万にご参力oいただき

螢本就学児童を対象とした的当てでは 何ました
饗

度も参加さ

気のイベン

汗を流 しま した

Ю 歳児の参加もあり 実顔あふれる人

います.

ζ

中里地区

`|) 

入場か。のき公園と鉄小学校の校庭

が行われました 中里地区の毎年恒例のお祭

りと、

し ん お0さんが多数参加しました

荏田西地区

8月

にて

8月 19日 (土)荏日西

ふるさと祭りが行われ 会場

設営と「やきとり&ビール屋

台」を支援しました 今

到

，
３

フトパレーボール大会を開 ルました.当日は7チー

●

して熟い声援を受け 1位 i

区

膏館にて第 23回 山内ソ

,

:旧 頃の練習成果を発揮

地区

由し との試合もおお|ヽこ盛

いますので 小学生を中いに 幼児 育,年そ ムの参力oで リープ戦を行いざ

6月 4日 〈日)山 内

を目指して皆さん心地良い■地1或の子とも会やお祭り

が好きな大人F_ちが出店し

毎年盛り上|プてくださいま

す 来年も楽しみです

市ケ尾地区

6月 3日 (土)東市ケ尾小学校て「第 25口さわやか

グラウントゴルフ大会Jを開催しました 好天の下 初い

青からベテランまで338が参加 2ラウントの間、競い

合い 教え合い、ホールインワンが出るたびに大歓声.

イ0月 15日 (曰 )には

市ケ尾小学校ての体育祭で

お会いしましょう

6月 4口 〈日)

開催されました 当

公国で「ソフトボール大会Jが

育天にも恵まれ 6チームの者者

したケームを繰り広げ.rした男支が白球を追いから
桐越え0フ ァインフレヽ

り上がりきレに い
・
る

新荏田地区

月 22曰 (土) 恒例

祭り 12時 から 山

と子とも神興が町内を練

t田西地区内外から

雨天中断となInま しF_

り歩きました 暑ll中頂張

つた子どもたちにはお禁子

のフレセント 夜は言口第二公園にて手作りの夜店 盆踊

り 荏日小和太鼓演奏 スイカ割り 大人も子ともも楽し

みました 新言日地区は夏祭り/J終わつて夏体みが始まり

ます

ヽ

りましたが 来年のリベンジに期待で

が訪れまレた機



青葉区民グラウンド」lレフ大会
6月 18日 (曰)言葉スポーップラザにて行われま(ンヒ 改

“

帆
でしたか 少t´京しめて 絶好のグラウンドコレフ日和てυ已 競技
は赤と肯のコースコ司り 16ホー′の 合.Iで競いま F_選手の皆
さんはスコアー|ん0記録をつ|サや¨ よヽう|こ うヽご協力くださりな
から ホ」 レインワレ

`ン

力ヽ しティー|こワイワイと盛り上がっコ まヽ
|,こ

1下工OMさ部、取に 会長と優勝者のインタビューわちり 故送
日の発表で最後に又もうひと感り上がりで無事終わりました.

青葉区スポーツ推進委員日帰り研修

5月 28曰 (日 )、 町田ボウリン
'セ

ンター|こで剛尋り帥,S05,'■まtF_スホーツ瞳 員41ま 区の
スポーッ瞳 員担当の職員2名 缶 +43名慟 ouボウリンクの珈多をれ まヽ0こ

マイボール マイシュースを持参しての動 ]い ら 生まれて初めてボウリングをする方まで獅 レベ′口ま
様々 でしたが 4人

`チ

ーム 合計|■レーン●受つての大刃調な研
1鎗となりま_F_ス トライク壽 する一嵐 ガターを動 するこ
ともあり 歓声と笑し

"絶
えまtt―υこ 経験者からのフトパイス

もあリ ポウリング例しきもストライクと出すこと
‐7き有意義な研

第34期 役員名簿

青彙区スポーツ推進委員連絡協議会役員
会 長 白井 勇次 (中雪地区)

冨陰導 深田 達朗 條 良地区)

冨愴長 高橋 充 (荏日地区)

会 .I ttB 達朗 (奈団也区)

監 事 西村 進 (O略 け也EKl

監 事 う澤 静失 (すす製

"迪

國

顧 間 小菅 澄男

修会となりまtフし 研
修 コヽま 全員で親睦
を深めδ食事会を行い
まυ己

鬱趣軟ポーツ瞳 員欧前惨

◎ 踵 銭 ◎

7月2日 (曰) 言葉
スポーツセンターにで
82名のスポーツ籐
員め 勤ヽ 0し機 肖̈
職員|こよる 腋 命入門コ
ーカ とさわやかスポー

ツ普時 による ワ ア
ミリーバドミントンJの
実技誇習をA Bに分かれて前半 雀■つJ代で行いまυこ 救
命メ♂:コースは、胸¬三迫とAEDの取り扱ιヽこついて 戒3の
現場で従事する隊員による実践的な請習を受けることがてきま
した ファミリーバトミントンは、3名 1チームで通常より短い
ラケットとスボンシボールの

'根

によつ子のひら感覚で打てて
スピードか」ないため初L3~もラリーわ続けられ議 気
地域で広げていきたいスボーツと感じまtF_

白井 勇次 (中里地國

西村 進 (中臼ヒgmD
森 史田 (市勿馴 工0
案 蟻 C谷細

言鼻 ・ FLf(谷
^制

叉う

佐藤 証二 0恩田姻
日所 ,多 (言葉台呻

深日 達朗 (禁良地い
力暉  寿 前 (奈動 ヒ団,ユ也区)

型 予 実 (山内Ш

萬橋 充 (荏0地D
東甫 崇之 (荏日西地区〉
田林 清輝 (新荏日地区)

研 鉄 ("設 馳 D
村田 ちさと 僕 υ,丘地区)
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第3イ

ー
を経【 広報委員会も新しい顔

`■
■でスタートしまυ● 鉤 お″

=力
欧 の皆様にとっ

Fくて読み易し物 こなれまと思いますので 今後も楽め にしてlrくださぃ て藤 F委員会―団


