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奈良北団地地区

11月 41日 (■)12日 (B)禁良北団地地区恒例

の「ならきた祭Jを開催● 団地内集会的司辺で室内 屋タト

イベントを行いました.最近私たちの住む団地も高齢1ヒ し

この様なイベントヘの参

1嗜が大変減少していま

す 野業を提供し

'力

]を

呼むヽけたため 参加さ

が増え楽しい雰囲気で終

えること力て きました

奈良地区

2月 25曰 (曰)毎年恒例のソフトパレーボール大会

を開催しまCFe 今年度は屋外で行われる行動 、悪¬民

.:¥イ

地区便り

平成 29年度

15地区の活動 !

中里北部

11月 5日 (日)子 ど

も会 連合町内会の協力を

得て 嶋志日緑小学校から

寺家ふるさと村進歩道の5

｀ til

,■

で■上になってしまった

,ゝさら

を開催しま
|

つの池を巡るウォー

―を開催しました.場 i動名前当で

彙

　
′

|ていました。 ぐり探し、枯れ ―卜つくりなど

約一時間 なした

上谷本地区

11月 11日 (■)もえぎ野小学校にて子ども_‐■催

のトッシポール大会が行われ スポーツ推進委員はコート

のライン3き及び主詈 扇1害を担当 毎年参力]t‐いる町

内会のベテランや育少年指導員と協力u試 合を進めまし

顆            

「
|:::「[::量]:

ちが大勢集まり 歓喜の声

を上1ラエがら楽しみました.

谷本地区

iO月 80く口)谷本小学校|こおいて谷本地区連合体

した

搬 重
=ζい 参加人数がさみしぶ

9月 10曰 (日)育成署リフ甲ア壁
した.今年は天気がよく 横浜美術大 ウンドで、

地元の育成者チームや小学校の先生チー をしま

した 今年は 青葉台地区

から2チ ームの参加があり

珍フレー 好フレーの有る

白熱した試合が晨関されま

した 来年 参力o希望があ

れば ―芦掛けて下さιヽ

育葉台地区

― |

`○
月 15日 (日)あ いにくの雨のた 中学校

体を動かし親畦を深めました.       
｀

の体青館でふれあい運動会を行いました 」( 風も参 育察が命

力0いたただき 200名 近い地域住民は 和壼

ヽ

とヽ

つたのが残3で した。

敬声が智いていました ただ



すすき野地区 美しが丘地区

11月 5日 (曰)好 天に意まれた崚山公ログラウンド

では スポ■ゞ のソフトボール大会が開催さ

れましF_|

12月 3日 (日 )美 しが

丘公園から 早渕川沿いに都

筑中央公国まで約5 5km
を歩く「みんなで歩こう秋の

遠足Jを開催 当日ま害さが

楽しく

コミュ三ぢ
更に深めF_行事となり瑠

した

_‐ |"りご・ '

ф里地区   .1絆

儲|(日 )鉄 小学校にて中里連合グラウンド

5,5:5占晨糧itti:ネ:11:員暫
[覆蛋ι:ιだ

進委員特製

「豚汁Jの

士 ご夫婦で

持ちの良い遠足

戴てしたわヽ 晴天に恵まれ 気温も上昇し 歩
ぎだす方もいらつしゃいました 反達0

ている方もおり 紅葉の中 暖かく気
,

11

コ レフ

イO月 イロ (曰 )第 育レクリエーシヨン大会

参加

るウォ

しまt

を開催しました 夏からの

の運動会日和 体撮に始まり

子どもからお年奇まで各 日

自治会の皆さんが競技に

が一変して当日は絶好

OOmリ レー決勝まで

れていた中里連合スポー

ツ大会は台風のため中止

となりました

.     
市ケ尾地区

9月 16日 (土)市ケ尾中学校で 生徒が地域の方と

交流しなから学ぶ「わくわく交流会Jが開催され 私達ス

ポーツ推進委員はグラウンドゴルフを指導しました 40
名の生徒は皆初めてで興味津々 最初はうまくいかすに

「あ-lJと叫んでいた子

も すぐに]ツをつい0ホ
ールインワンが4名も.今

度は大会て会いましょう

0月 22日に予定さ

りました 来年は 予備日を含めて開催口を

と思います.代わりの

参加して 気持ち良い汗 :

を流しました.選手 応渡

の皆さんお疲れ檬てした,

大会の予定でしF_利

ました。今年は台風

かったようですね

ヽ

|〇月 15日 (日 コ東公国にてグラウンドゴルフ

地 区

がら雨に見舞われ中止となり

運動会などに影響が出た所も多

い 開催されるよう祈りを込め

荏口西地区

■田西地区にて 唯―のスポーツイベントである「第

回甚田西ミニ運動会Jま 残恙なから雨天のた
りま

止

てテルテル坊主を作つて

みようかと目います |

新荏田地区

〇月1曰 (曰)荏日小学校で新荏日地区運動会を開

用意した昼食のおにぎlnが足りなくなるまと 大勢の

万1こ参加して頂きました かけっこ 大玉ころがし 綱3

鼓演奏も圧巻です

● :=
| ●ヽ

き、鈴割り.皆で良い汗を流しました =田小生徒の和太

黄葉l「 いちよう:



第8回 横浜シーサイドトライアスロン大会

¬■29年9月 24日 (日 )

莞8ロシーサイドトライアスロン大会が●われま_F_
トライアスロンとアクアスロン競藪aF_くさんの選ヨ[ちバ それ

ぞ0つクラス別口 1晨畠をスタートしま (ク● 爽やか 瓢ヽコの中 颯

爽と風をきつで タヽ レをこ0き手の姿|ま とても景融でOF_
j し後はトークショーで盛り上がり 表彰Jこ まシーバラのフイ

ドル ヽら鋼 い ならゃ

^麺

a朝よ参加で また盛り上がりまし

F_

毎年口列の言葉区民祭りが円崖されまtン

=我
々スt ツ推

進委員は 喧喘彎はつ罰筒やスホーツセンター第2体育皇での
スホーツツーンロ走事しまυ葛 スポーツゾーンで|よ さわ0
かスr ツのサインゴール ビンゴペタンク グラウンドコレ
フ等41B当しまυL各種目に過去最高の980名以上の動 ]

力ちり |まとんどC●力匈 10てのさわ0いスT ツ1本誼だつた
ようです7エ ビンゴロまつたリ ホールインワンな 練 して軟
芦

…

ln また¨ ることなく とでも盛
り上がっていまt/F.

青葉区民まつり

青葉区スポーツ推進委員冬季研修会

平成30年 2月 18日 (曰 )

鉄小学校にで言葉とスポーツ推進委員73名による冬諭 ¬多会
を離 しま_F_「ファミリー′ヽトミントンJと「スリーアイえ
を5人 1チームに分かれて刻式て行いまυこ ファミリ」 トヽミ
ントンは、夏季に で一囃 したこともあり きさん全力で
シャトルを追いか|サていまtF_ス リーアイズま 赫 躯
発祥o■ュースポーツζ 輛 ても勧 ]できう やリアフリーの

競厳で,陽 敗が最後までわかられ のヽで 審さも忘れて一球ご

とに一羹  最終戦で|ま羹てい夕 か らも大歓■が■力ちほど
でυこ !

平成29年 11月 3曰 (祝)

乃嗚29●墳絲

■横渇 スヽボーツ推進委員永年勤続者表彰
10年表彰 渋谷 裕之  奈曰也区

片村 泰   山内也区

15年表彰 同営 寛江  中堅也区

静  瑞月  中艶 区

市 美賀子  育枷 区

箭召 高也  奈良也区

島田 博史  京巨也区

中山 朋彦  山内地区

斎藤 ゆたか すすき野地区

山田 目也  美¨ 区

20年表彰 村田 ちさと 美しが丘地区

25年表彰 佐藤 雄ニ  ロロ駆

ヂ醸 美智子 青葉台地区

ロネ■剣 県スホーツ撻進妥員連合含功らもま彰

渋谷 裕之  票誕

片村 泰   山内地区

■スホーツ推進委員功労者表彰 〈文雰湾状 臣表彰)

●丼 勇次  中里地区

鰤  今年同き 平昌オリンビック ′ラ リンビックで熱い冬となり 日本選手03躍 調 書しはυこ

3月 23日から|ま 高校球児の選抜匈台まりま,2020年 に向けて スボーツわ建リンデリま●la l


