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11月 25日 (曰)iS子0天つ ヽ 青葉区民マラツン大台力瀾 婆されまOF_今年から勧 0メ改を,OOO

名Jlbした7ざ鳳 当日の到寸887名 完走843名となりました 第5回の記念大会でもあリ アレグけ

'一として オリンピック2大ヨこШ潟ンこ曰体大出身の谷□浩美さんは わさわれ すから駆けつけて下さり、

勤 薩 手にはとても良いは なつたと瓢 まヽ魂 運営について|よ IJ[大きなトラフ レ謎 く 選手のア″

―卜も慨ね蟻 平でpF_強 lo、 9Э 年と大会わ繋続され 薔葉区の名物となるよう オ■
'肩

葉の一員と

し枷 吹 いと馴 まヽユ



奈良北 団地地 区

11月 10曰 (■)11日 (曰)奈良IL団地て「なら

きた祭

"盛
大に行なわれましF_.両日とも天候に恵まれ

1曰 日は会話や食事を楽しみながら 福祉・m護 に関する

展示を観覧し 2曰目は 大人たちまフリーマーケット

子供たちは宝探しケ

ームで気分一新 こ

の2日 間は老若男女

一人ひとりが 楽し

んて追ごしていまし

F_
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平成30年度 後期

45地区の活動 !

中里北部地区奈良地区

10月 7日 (曰)小学生から高齢者までの3世代rJt日  `月 27曰 (日)鳴志田第一小学校の体育館で小学生

奈高校に集まり 恒例のグラウンドゴルフを行いました  と大人が参加ンて紙飛行機大会が開催されまtF_。 大会規

8ホールではホールインワンの大きな歓声や実い戸八 晴              定の用紙を切り振いて
「天の言空に響き渡つて

いました l●域の交流が

図れるいい機会ですの

で 次回も皇,|ご参加下

さい.

.       
恩口地区

12月 2日 (日)毎年恒例の恩子連主催のマラソン大

会が スポ推 青指 子ども会 安全協会 日奈小の先生

の協力の元 田奈の農道で行われました 当日は天気も良

く 例年にrtべ余り審くない午前中に 150名の子ども

達川

`学

年男女 中学年

男女 高学年男女に分か

れ 皆 1位を目指し―

生懸命に走っていまし

F_

青葉台地区

10月 21曰 〈曰)さ わやかな秋晴れの下 ふれあい

運動会を瀾催しました 01年はあいにくの雨のため体育館

てしたが 今年は 200名近い参加者か 言葉台中学校の

成した飛行機を各自荷ち

寄り 数秒の滞空時間を競

う大会です 今回は小学校

高学年の児童が 703秒
のタイムで優勝しましF_.

上谷本地区

`1月 ``曰
(0)も えぎ野小学校でドッジホール大

会が開催されました 会場には近帳の3J内会から約 160

名の子とも連が集まり ●l年以上の盛り上がリ スポーツ

推進晏景は青少年指導

員や地1或のポランティ

アと共に 各コートの二

雷 副詈を務めました

谷本地区

`0月
7日 (日)藤が丘小学校にて 連合自治全体育

祭が行われま F_秋とは8えない暑い曰差しの中 汗だ

くて列に並び 競技でまた汗だくに 1最後の福3では 太

陽|こ負|サない

くらいの、無い

叡声が飛んで

いました

校尼で 玉入れ

113き  ′ヽン食い

競争などの競技を

行い 親畦を深め

ました

地区便り

蒻



すすき野地区

11月 4曰 (日)スポーツ推進委員主催のすすき野地

区ソフトボール大会が開催されました。今年は 子ども遠

の「成長Jが感じられ 連合 ddチームもき戦 向審を一

気に吹き飛ば,スポー

ツ推進委員特製「豚汁J

で 試合同様 場外でも

熱いコミュニケーショ

ンを図ることができま

した

中里地区

10月 21日 (日 )、 鉄小学校グラウンドにて 第 36
□中里連合スポーツ大会を開催しました。好天の中 多く

の老若男女が,加 しました 未就学児からお年目りまで

各個人が楽しめる競

技と各自治会対抗の

競表を設定 皆で一

緒|こ応援し 地域と

しての一体感を得る

ことができましF_

11月 23日 (祝)美しが丘

地区恒例の「みんなて歩こう秋

の遠足Jを開催いたしました。

天気にも恵まれ 後半は上首を

脱く多加者・●|ほとんとでした

残念ながら今年の紅葉は遅く

まだ●づき始めたばかりでした

が 途中早淵

"の

白鷺 鯉や亀

を見ながら 全員楽しく都筑中

央公国まで歩きました.

美しが丘地区

山内地区

10月 14日 (日 )、 第 48回体青レクリエーシヨン大会

を間催しました。大会は体操に始まり 途中休憩時間の山

内中学校の吹奏楽 民謳 元石川小学校の踊れツーランを

はさみ 最終の lα)0

メートルリレー決勝ま

で 大勢の参力]者、血援

の方々のおかけておお

いに盛り上がり 楽しい

1日 になりました.

市ケ尾地区

10月 14曰 (日)東市ケ尾小学校て「市ケ尾連合体

育祭」を開催しまυこ 朝の小雨も上がり 昼には快晴.

新種日の船頭さん 合風の

日 風 l.割 りに大歓戸 綱

∃き 子とも会対抗や町内

会対抗のリレーなど27
種日に 町内4地区のみん

ながひとつになって気持

ち良い汗をかきました

が秋の空に響き渡りま

す 三本締めの後はジュ

ースとお東子をもらい

汗をかき真つ赤になつた

子とも達の顔に実みが浴

れていました

荏日地区

10月 7曰 (曰 )団神社の子ども神興のお出ましです.

各地区4ヶ 所を神興半纏にねじり鉢普姿の子ども達が 男

衆と共に町内を練り歩き、祭り囃子とワッシヨイの卜|け芦

荏田西地区

イ1月 23日 (祝)言 葉スボーツプラザにて「第2回

荏日西地区ミニ運動会Jを開催しました きれいな秋空の

下、綱∃きやバン食い競走 シェンカや大玉転がして10
0名を超す人たちでlrFゎぃま

した。まだきい企画ですが

小さい子からお年篭りまで幅

広い参力]があり 新しい地域

交流の場として確かな2歩曰

となりました

新荏田地区

イO月 7曰 (日 )新
=田

地区運動会を荏田小学校で開

催しました.台厠直撃の予1尺もありましたわヽ 当日は真夏

のような晴天.熱中症に気を付けながら ボール運び せ

んべい食い競争 綱3き 鈴割りと数々の競技 お昼休憩

は 荏田小児童の和太鼓

演奏を聴きながら 皆て

おにきりを食べました

今年も 未就固児から大

人まで おおいに盛り上

がりました



第9回横浜シーサイドトライアスロン大会

¬■30年 9月 30日 (日 )

今年で9回日となる 市民型トライアスロン 囃 シーサイトトライ
アスロン大鈍 哺 催されま /F_ 当曰は 台回鷹通の影響で闊罵わ危

ぶまれまυし工 調慟諏韻該 1こなるこ前曰からの雨も上がり 胃空も

見える¬員となりまυLレ いu劫 o翌手の安全面を者慮uコ ース
の距離を短縮して大会

'崎
われまυ己

言葉区スポーツ推進熱 金沢工業団地面 Vクエリアの沿道整
理をしまtF_7ゝ 沿埴での価援者が少ない愚ム 業おされ つヽつ

=ヨ
こ

うに温かい声|.―を送りまtF_.しかレ 大会中は良かつたN¨ 次第に

崩れ始め 自宅に言く向 に:鼓 雨ヽわrり1いてしまい、なんとt FF_

だし 11日となりま F_.

横浜マラツン2018

動 秋晴れの中 :悧ま●ユて中止になっ,こえ含が2■ Siりに関
催されまυ

=育集xスr ッ虐Ё畳割ま28000名のランナーのスタート地点の
整列 誘導係/・lB当レ スタート時間違るランナーの質覇 葉■ 活気
を間近で馨レることわてきまυ

=又
スタート

…

最後
駒 ランナーをスタートラインまで誘導す0つ |こ30か ったの
には篭きまtF_赤レンガ 山下容コと書横浜の人気スホットを走り抜
|するこの大会|まこれからも益々藍却こなると思います

青葉区民まつり2018
¬誠30年 11月 3曰 rl■

当日|ま 育葉スI ツセンター第2体青鰭て さわやかスf ツ普及詈員会の
スポーンヽ鍋ヽリ ストラックアウト グラウントコ しフ ビンjTッチャ
ディスケッターフープの4競技のオもい侑りまtF_
我々スr ‰ 委員はフラウントJしフを旦当呟 競振を説明υ″がら `

人31「Tリレインワンを取るケーム|こ 勧 ]罰き悲菖こもこもてtF_当日は

天気が良く 劫 o着 |ゝ〇 〇〇名を超え これを聞こ興味を持つてもらい う也
区で行っているグラウントJレフ大会にコ 0してもらえると 嬉 t12ヽで■

コ或30年 10月 28日 (日 )

¬誠30¬裁

■櫛兵市スポーツ推進委員永年勤続者表彰

|〇年表彰 ふ村 す
`治

 中里地区
武丼 清子 谷本地区
鈴木 規雄  山内地区
志買 賢見 すすき 地 区

20年表彰 杉山 照男 ■里地区
画筍 禾靡支 山内地区

い村 見  すすき勁 区

剌 ]賀 割

長濃 百tl

渕 苛 ―夫

中山 房江

釘  而

天野 博子

中到

“

m区
林 也区

山内地区

●力副堅

山内也区

美しが丘地区

谷本地区

帥 返

荏日西地区

谷本地区

山内地区

美1珈 区

該隷セ　帳雌翡

幹
和
輔
　
岬
鰐
濠

※
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年表彰割ま「苺詢‖県スt ツ推進晏員連合会功労者表彰 |も受賞

■30年勘統スボ
=ツ

推進委員長彰 6さい

太日 悦子 市ケ尾地区  ち景 ¬書子 谷本地区    倉本 文江 山内制ヌ

続 茉後記  ラグビー■l12019日本人会の出場国も決まり

=濃
t瑳じitiと遭ち|=瀞勇嘉コ

アンソ′c唯―出場の日対ヽヽ 日が離せない戦いわ予想れ ,■,日わ グビー●檬くなります !


