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スポーツを通して元気と勇気を !

今年 9月 にはラグビーワール ドカップ 2019'Nが横浜で決勝戦等

が開催されます。私達に元気と勇気を与えてくれ より豊かに生きる

手がかりを与えてくれる・|も知れません.

一方日常生活において歩行時|・|の増加や運動グループヘの参加頻度

が「うつ」の緩和につながり からだを動かすと、どんな年へでも

心の健康に効果があり落ち込む曰数が減るというデーターもあります.

言葉区体育協会には 17のスポーツ団体があり 各種大会や教室を

開催 しております.区民の皆様の心やからだの健康増進の手助けが

出来ればと思っております.併せて「青業あるさと協議会」を中心

とした行事にも全面協力 してまいります。今年度も皆様のご協カ

ご支援よろしくお願い致します。

言葉区体育協会の皆様には 日ごろから区民の方々の体育振興の

ため、多大なごヽ力をいただき 厚くおネL申 し上げます。]7団体の

様々な大会や教室などは 体力増遺や挫凛維持はもとより、jll域 の

管様の交流、さらには青少年の健全育成にも大変大きな役割を呆た

していただいております.

さて 言葉区は 昨年 4月 に公表された市区町村別の平均
=命

で

[男性長寿日本一Jに返 り咲きました。今後はさらに 「優凛で長寿

のまちJを 目指して 健康づくりの取紅を強化するとともに、多く

の方々が気軽にスポーツを楽しめる環境づくりを進めてまいります.

体育協会の皆様には、よリー層、地域スポーツの振興にお力添えを

賜りますようお願い申し上げ、私のご掟拶とさせていただきます。

公益財団法人 横浜市体育協会ホームベージ http′7Mハハ、v2yspc o「 」p～sa/
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第 22回 青葉区スポ…ツ人の集い
平成 31年 2月 2曰 (■)青葉スポーツセンターに於いて小出青葉区長 関根連合自治会会長 各連合自冶会長
関係各位等 300名余の参加者で開催さ71ま した 併せて長年スポーツに貢献された方々を表彩しました.

青葉区協会チーム ′ヽドミントン協会
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池村 香 ソフトボール協会

区内のスポーッ レクリェーション団体の

発展に尽力し 指導者 書判員等直接現場

での事業運営に務わつている方
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山田 力疇 美

中塚 泰彰

谷口 友わ

富武 勝範

鈴木 記子

松澤 稔
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立野 敏昭

渋江  `Jヽ

重田 ■三

炊 保 売也

野球連盟

剣道連盟

パレーボール協会

ソフトt ル協会

ソフトテニス協会

バドミントン協会

硬式テニス協会

サッカー協会

家庭帰人パレーボール連盟

ダンススポーツ連盟

ソフトバレーボール連盟

少年野球連盟

少年野薇連盟

永年にわたり区内のスポーッ レクリェーション

の振興 発厨痰ぴ地域の線睦に頭著な賞献を

した方

太田 和子   剣6壺盟

稲田 弘子   ソフトボール協会

渡辺 裕見子  家庭婦人バレーボール連盟

村瀞 英悛   ダンススポーッ連盟

青葉区スポーツ人の集い 青葉スポニツフェスタ

第 91回 選抜高l綱球甲子園大会出場桐蔭学園高技

硬式野球部を激励 しました.片桐監督技拶

胃案区民ソフ トパ レーボール大会を開催 41

227名 が参加 して熱戦を繰 り広げま した。

青葉区スポ̈ツ人の集い
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・jあおばスポーッニュースの発行 (年2回 )

◎あおばふれあいまつりへの参加協力

0青棄区スボーツ人の集い

0地域スポーツ支援

O区民まつリイベントヘの参加協力

0青葉区民マラソン大会への参加協力

0青葉スポーツフェスタの開催

小学校の体育事業への指導者補助 各種教室の実施など

t・ 専門競技スポーツ支援

各種専門部による教室開催 中学校部活動べrJD指導者補助など

青葉区体育協会の情報媒体としてホームページを立ち上げます。

体育協会 17団体の活動状況を紹介いたします。皆さんの参加をお待ちしております。
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陸上競技連盟

剣道連盟

武田 ―朗 8045-912-6219
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llレーボール協会
祀日 由美子 倉045‐ 912-6219
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村上 浩至 8090-9100-6663
卓球連盟

坂間 浩二 8045-971-3877
野球運題

五十嵐 栄― ao45-973-1133
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バスケットボール協会
埴本 真志 8090-6319-7306

バドミントン協会
見上 崇 8045-962-4363
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ソフトボール協会
池 対 彗 8045-971-0350

ソフトテニス協会
Jtう 知子 ao9o-6543-0340
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硬式テニス協会
松,‖ 鎮雄 ao45-962-2732
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サッカー協会
田中 豊司 ao45-971-6150
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ハイキング部
1仰 博 8080‐ 1361‐373フ

ゲートボール連合
大塚 靖彦 8045-962-3532

ソフトパレーボール連盟
島元 ■子 ao45-961-0903

ダンススポーツ連盟
中村  就 8045-971-0127

●   `

●     ヽ

少年野球連盟

重口 幸三 8090-3914-3519
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17団 71の活動状況 連絡えを掲載いたしました 皆様の

参加をお待ちしております.よろしくお願い致たします
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青葉区体育協会では、区内のスポーツ  《会 費》

活動発展のため当協会の活動におカ

添えいただける法人 個人の責助会員  《問合せ》

を募集しております。

法人 1□ 5000円
個人 1□ 2000円

青葉区体育協会事務局

電話 971-6647 FAX 971-6648

毎退木曜日 AM10 00～ PM12100迄 事級 は開いています.

く胃案区体育協会 広報委員会>

広報委員長  4ヽ菅 澄男

委員 坂間 浩二  池ll 香

山崎 知子  `本  文夫

柳  博  重ll t

発行責任者  菊 池 侃 二


