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2048世 界トライアスロンシリーズ横浜大会

¬戌30年 5月 13日 〈日)

世界トライアスロンシリース椅駄 会エイ36)
吝囀 催されまUF_

綺兵大会は今年で9回目で スタンダート ス

プリント リレー ′ヽラ尋つき:剛こ約1 600名
の勁 LOありまυL
ゃ嘲 n疼く 降蒟もぃ晉おれまυこ● 例年のご

とく醜 コース鋼 到υこリ コーテーで由がりき

れすカラーコーンに接触したりと 白熱tF_レース

が展開されました

数十台の イヽクが一団となり 数十■□0さ度で

,東走す枷 ま り 充分で,
また ′つの選手たちゆ貢張りに|よ ,しをフコ1

るものがあります 一度レースを生で見に来てはい

かがですか?

北部4区グラウンド動 レフ大会

平成30年7月8曰

毎年回列となっl_町動●躊14区 0割ヒ区●緑区 青葉区
都筑区)スホーツ推進委晨交流グラウンドコレフ均 わ瀾
催されまυこ

い酉に れた天気も具星0のような暑さとなり 水分補給を
|ンつつ 4区動 チーム (1網 6名)を 161ま 合計96
名わ渤 0しまυ

= 
コース上では g組ともルー,吃教えあ

つたり 愕姜餃 換を行ったりと和気あいあいとブレーレ 交
流を深めることわてきまCF_当青葉区のスポーツ推進委員
わ
^ス

トグロス賞0複 数のホールインワン賞を獲得するな
ど 活確が目立つ大会となりま(フ

=グラウントコレフは 誰でも気軽に動 oできるスポーツて
す 青葉区|これ てヽも スr ツ推追委員主催の大会を年 1

回 春に開達していま■ 皆様の勧 oを赫 ちしておりま■

承認 区連会第9号



奈良北団地地区

7月 14曰 (土)15曰 (口 )「第46回奈良北地区

夏祭りJを開催しまレた 今年は 例年より書い世機が多

く参加しました 言いパワーで子どもみこし 山車を10ま

無事に楽しく地元

の夏察りを盛り上

|ザてくれました。

奈良地区

6月 イ0日 (曰)宗良小 息田小 奈良の丘小の児童

が奈良の丘小学校体青館に集合し ドッジボール大会を関

催しまし7_。 当日は朝から雨

模様でしたが 100名を超

えるほどの大盛況となりま

した フレーは白熙嗽 人い

に盛り上がりました 優勝チ

ームには、貧品と金メダルの

授与がありました !

平成30年度 前期

15地区の活動 !

| |

||
中里北部地区

6月 8曰 (金)0日 (■)鴨志口緑小・鴨志日第一小

の体育館において 16ミ リ映写機て投影する映画会を閑

催しました 今年は「シ

ンテレラ」と「思たま乱

太郎Jを上映しました.

2日 間で300名以上の

小学生が集まり 懐かし

いフニメを静かに艦賞し

ました

6月 ЭЭ日 (土)lB例の夏期スポーツ大会を行ないま

した。例年はドッジボール大会で チームが優勝を目指し

行っていました
'ヽ

今年は趣向を変えて トッチピーをやり

ました 当日は風が強

い日てtF_わヽ2回の

練習とルール説明のあ

と 無事に試合を行う

ことができました

―ルの 3種日をさつきが

丘11学校 つつしか丘小

学校て行いました 好天

の下 保護者の熱い声援

の中で、93Э 名近い選手

が自熱した試合を展開し

ました

上谷本地区

7月 24曰 (土)から31日 (火〉まで 柿の木台第一

公園で朝のラジオ体操が開催されました 地域の方々とと

もに、小学生たらも学校が夏休みになったこともあり 朝

6時半という時間にもかか

わらす大勢が参加 桐蔭横

浜大学の学生の模範演技に

合わせ スポーツ推進委員

も参力0者とともに、案やか

な汗をなかしました.

恩日地区

ユ   ________

青葉台地区 谷本地区

7月 16曰 (祝)小学生のスポーッ大会を閑催しまし  6月 20日 (日 )、 谷本小学校にて恒例のグラウンドJ
た.ソ フトボール 女子ミニバスケットボール ドッシボ ルフ大会が■われました。今回は個人戦です 白線てrら

れた池への池ポチャ0
トラックのコース分けの

□―プの妨害に苦戦をし

ながらも、当日の暑さを

吹き飛ばしてしまうほど

の自熱した戦いてυこ

地区便り



市ケ尾地区

6月 9日 (■)東市ケ尾小学校で「第26回さわやか

グラウントゴルフ大会Jを輸催しました 今年初めての真

夏曰に 初い者の小学生から毎週研鑽を積んているベテラ

美しが丘地区

7月 29日 (曰 )「たま

'ラ

ーザ夏まつりJが開催され

ました スボーツ推進委員は すllか害Jり 30当て ホッ

トトッグの販売を行いました 小学生 未就学児を
'J象

と

しF_すいか割りには 100名 ll上の子ども達が参加し

すすき野地区

7月 29日 (曰 )「舅44回ら、るさと祭り盆踊り大会J

が開催されました 平成元号最後となるこのお祭りは 昭

「い 良き風情をl.代と共に受け継ぎ 地区の発展と絆を支

_  ,えてきました 今年も

]1各 自治会や団体が一丸と

なって腕を振るい 焼き

そぱ 焼き烏は売り切れ

必至の人気食でした

中里地区

6月 2曰 (■)世代間交流グラウンドゴルフを開催し

ました 当日はス候にも恵まれ 初い者のJ学生からベテ

ランl「 高い者まで 約40名が参加しました 小学生と高

い者の混成チームを■リブレーをしました。ホールボスト

になかなかボールが入らす 残

念がる一方 入つた時には歌声

があかり とても楽しいひとと |

きでした 今後も継続実施をし |

ていきたいと言えています

ンまで33名が動 o2ラウ

ント16ホールで競い合しヽ

敦え合い ホールインワンも

たくさん出ました 表彰式で

は健間を称えい ヽホ]やかに

百戦を誓いました

から書い日が続きまし

た/Jヽ 夏休みに入つF_

子とも達は元気いっは

0ヽ 地域の方ヽの協力

もあって 夏のよいス

タートを切ることがで

きました

鼓演羮 富踊り すいか割

り 数々の夜店 子どもも

大人もたくさんのちが多

力]され 人盛況てした 白

治合―丸となる夏まつり

は 大切なイベントです

荏田西地区

7月 23曰 (月 )か ら1週間 t田西三丁ログラウント

にて朝のラジオ体操を開催しました 方からの猛書で早朝

家族やギ ャラ リーみんなが

実顔あふれるイベン トとな

りました すいかは 参加百

に無l・ 配ヽしていますので

来年は是ブ|こ参加下さい.

山内地区

6月 3日 (日)山 内中学校体育館にて 「第 240山
内ソフト′ヽレー大会」を開催しました 大会には 女子 5

チーム 男女混合3チーム

が参加 夏曰となる中 閉め

切つF_体育館で まさに飛い

戦いを繰り広|プましF_.栄え

ある優勝ま 女子が下谷A
号支混合が美しか丘5丁目

北てした

荏田地区

7月 29日 (曰)赤田西公園で 崚 祭りJが開催され

ました 今年は夜店も増え スホーツ推逼委員も炭火焼き

で出店 舞台では 歌→車美 サンバタンサーの踊りなど

楽しい催しが盛り沢山 |

祭りあ最後は初の試み

lJち上げ花火が夏の夜空

に彩りを添え 大蜃況の

うち|こ終了しました.

新荏日地区

7月 21日 (■)「新i日夏まつり」が行われました

猛詈のため 昼め吉3の山草こ子どもみこしは急きょ中止

に 夜の部は いくらか涼しい風も吹き 荏田小学校
^0太



竜葉区スポーツ推進委員日帰り研修会

王禅争3るさと公回の広い芝生で|よ

¬或30年 5月 27日 (曰)

日,需り鰤多会でウォ‐キングをしました 快晴のス 47名わ勁 0

呟 刹 ,11青祠林生区の工
`≒

じるさ
…

の約6k
mム お隣噸 歩き万●本憩の取りな 区内のウォーキンフコー

スなどa舌をυコがら歩きまυヒ 前判 ヨ̈副1沿いのサイクリング
ヨースζ 川のカミ コイやカメをい ら 後半は 田植え

0様子を剛め F_り 王l_5を参

「

υこりtraがらの行程てυヒ.

特に飾訓こ0まれた二禅ヨま かつ

一

陳国の専『
山」と0,|まれF_荘厳

'3卿
靱 しられ 綱 に|よ 鰤 割式こ莞

見さ押ことtわれる日本で最初の甘柿である禅寺苅枷の原沐 (国の登
擬憲認め力立っていま_F_

プのフマカ¶いれ こヽボー′随 びなどをしていま_F_大きな木陰で日食の後に解散u
する人もいまυヒ.

たくさ
^つ

調 0ヽカし―

りD&近 くの勢 隧Jこ参拝

こ″からも地域のきさんと名所 団りや●コなとをヽ てヽ巡リ スポーツを通υヒ繋がりづくりをしてい●
=い

と
気持ちを新たにしまυヒ

第10回朧葉区民グラウンドjlレフ大会

平成30年6月 17日 (曰)

区民グラウンドコレフ大会バ 荏田西の青葉ステ下―ツプラザて開催■ 1
ま|フヒ

前日まで降り・tいた雨て開艤0危ふまれまυフエ 当日は曇り雲 絶好
のグラウントコ しフ曰和となりまtF_
当日は約90名の望手慟 oして ホイッカ いつ制 ととも|こ 聟 ゝ

スタート ホールポストを目指して ポールをショットしまけL
全gに 26のホールインワス なかには複数のホールインワンコ或者も.

また 101J ktr.ァ )ヴリ ■ 0■48)を出す選詢 し 棚ヽ ス
大会のレベ,い高さを拓吾っていま _F_

このような場la ttl・JIこ勧

―

皆さ赫 気と期 工 青
葉区時 を支えている0こと実癒 tF_1日でυ己

青葉区スポーッ推進委員夏季酬場会

¬或30年 7月 1曰 (曰)

青東スポーツセンターにて 夏期硼じ会わ綺われまυヒ

今錮 ま73名わセ

"]ul廊
菌襲,動 痴5□喀 融 をお招

きtス 「師の機能と11年歯鉤 の赫 をしていただきま ● :市年齢
の測定で|ま

`O代
の獅董を叩き出す強者も |

「ふらば―るパレーホー′切 |よ 劉こぎりを潰tえようなビニー

ル製のボー,睦5',5にうガれて行うワン ウヽンド バレー 思
赫 向|こ飛んでいくホールに翻弄さ|■ 終始実いわ絶えませんで

tF_.lmもヨ本も存分に動かして とつても楽け 硼ヽ多会|こなりま
t Fc.

編集後記

2年後こ闊達される東京初 ンピック ブラ リンピックで|よ 今年の猛暑を想定υヨ J策わ喘 迷 れることだ

と部 まヽぬ こめ ら運動するには最高の季節となります いい汗を流レてくださ0、 唯 員―。


