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　2 月 24 日（日）瀬谷スポーツ
センターにて 12 地区交流会が行
われました。準備運動の後、カロ
ーリングによる 12 地区対抗戦を
行い盛り上がりました。
　他地区の方たちと情報交換も
できとても有意義な時間を過ごし
ました。

第31期スポ推集合写真

カローリング

第 32 期スポーツ推進委員活動に寄せて

　　　　　　　　　　　　スポーツ推進委員の皆
　　　　　　　　　　　様には、地域でのスポー
　　　　　　　　　　　ツ、レクリエーション活
　　　　　　　　　　　動に御尽力をいただき、
　　　　　　　　　　　心より感謝申し上げます。
　　　　　　　　　　　　今年瀬谷区は、区制 50
　　　　　　　　　　　周年を迎えます。その記
　　　　　　　　　　　念事業のテーマ『みんな
　　　　　　　　　　　が「つながる」みんなに
「つたわる」　あしたに「つなげる」』に掲げられ
ているように、スポーツ・レクリエーションを通
じて、地域の皆様の輪が広がり、繋がっていただ
けたら幸いです。
　横浜は今、ラグビーワールドカップ 2019   やオ
リンピック・パラリンピック、世界トライアスロ
ンシリーズ横浜大会などの開催で、大いに盛り上
がっています。スポーツを「する人」、プロスポー
ツやトップレベルの大会などのスポーツを「観る
人」、指導者やスポーツボランティア等の「支える
人」にも横浜市は着目し、皆様が生涯にわたって
スポーツに親しんでいただける様々な取り組みを
実施しています。
　スポーツ推進委員の皆様には、引き続き、お力
添えをいただきますようお願いいたします。　　　　　
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スポ推 12 地区交流会開催

瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会　会長挨拶

会長　　飯沼　宏氏

　　　　　　　　　　　　　私たちスポーツ推進
　　　　　　　　　　　委員（以下スポ推）は、
　　　　　　　　　　　スポーツ事業を通して皆
　　　　　　　　　　　様の健康増進や親睦を深
　　　　　　　　　　　めるお手伝いをするのが
　　　　　　　　　　　主な役割です。横浜市で
　　　　　　　　　　　は原則各自治会町内会か
　　　　　　　　　　　ら 1名の推薦を受け、横
　　　　　　　　　　　浜市長から 1期 2年の非
常勤公務員として活動を委嘱されます。
　具体的な活動は、各地域で開催する球技大会や
運動会、スポーツレクリエーション大会等の企画
運営の他に、ボランティアスタッフとして市や区
で開催される大きなスポーツイベントの警備等も
行っています。
　このようにスポーツに関する活動が主ではあり
ますが、高齢化や自治会加入者の減少等により、
普段の自治会事業の担い手としても活動を期待さ
れるようになっている地域もあります。
　多くの期待を背負いながらスポ推活動と仕事や
家庭との両立を図るのは簡単ではありませんが、
無理をしない範囲で「どうせやるなら自分たちも
楽しむ」、「自らもアイデアを出して変えていく」
という意識を持ちながら取り組んでいきたいと考
えています。皆様のご協力とご支援をよろしくお
願いいたします。

　スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに横浜市
スポーツ推進委員規則等に基づいて、スポーツ行政の
推進者の役割を担っています。
　主な活動の拠点を地区に置いて、地域住民との連帯
の中で地域に根ざしたスポーツ・レクリエーション活
動を行っています。また、横浜マラソン等の市で行う
スポーツ事業への参画及び協力を行っています。 瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会
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　平成 31 年 4月 11 日（木）、瀬
谷区役所にて、第 32 期横浜市スポ
ーツ推進委員瀬谷区委嘱式が行わ
れました。各地区の代表が森区長
より委嘱状をいただきました。
　委嘱状交付後、瀬谷区スポーツ
推進委員連絡協議会顧問土居氏よ
り「地域におけるスポーツ推進委
員活動について」の講話をしてい
ただきました。今期 145 名で 2年
任期の 1年目がスタートします。

第 32 期　広報部会第 32 期　地区会長第 32 期　委嘱式

＜編集後記＞
　新人の門馬です。密な原稿スケジュールと慣れない作業に苦労し
ていますが、楽しく作成に携わらせて頂いています。さて、今号は
区制 50 周年ということでこの節目に行われる各地区の活動を紹介し
ているので、ぜひ手に取って読んでいただければと思います。皆様
に愛されるスポ推だよりをお届けできるよう頑張りますので、よろ
しくお願いします。
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宮沢地区11
　宮沢地区では50周年記念スタンプラ
リーを開催しています。宮沢地区に住む
皆様を参加対象とし、1年を通して開催
される行事であるバザー・サマーフェス
タ・運動会・文化展に参加すると、スタ
ンプがもらえノベルティを差し上げると
いう楽しい企画です。まだまだイベント
盛り沢山です。皆様の参加で区制50周
年を盛り上げていきたいと思います。
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　10月 13日（日）の三ツ境地区レクリ
エーション大会は、区制50周年を盛大
にお祝いします。オープニングから午後
一番に競技時間を変更しスケールアップ
した、今年限りの「大三ツ境ウルトラク
イズ」をやります。
　瀬谷区、三ツ境に関した問題が盛りだ
くさん。賞品も期待してください。みん
なで参加者数の新記録を作りましょう。

　10月 13日（日）開催予定の第四地区
レクリエーション大会は、瀬谷区制50
周年記念大会と位置づけ、老若男女問わ
ず今迄参加を尻込みされていた方々でも
出来そうな競技を現在検討中です。
　区制50周年というおめでたい年を、
より多くの方に祝っていただきたく、ご
家族・ご近所お誘いあわせの上、ぜひ二
つ橋小学校にお越し下さい。

　瀬谷第二地区の区制50周年記念共催
事業は第47回文化祭となり、11月2日
(土 )3日 (日 )瀬谷第二小学校で開催さ
れます。体育館では諸団体のパネルによ
る活動紹介や様々な作品の展示・ステー
ジ企画が行われ、スポ推は校庭で模擬店
とグラウンドゴルフを実施します。その
他今年は特別なイベントの計画もあり、
多くの方々の参加をお待ちしています。

　相沢地区では、最大の行事である秋季
大運動会にて一部の種目（町内対抗玉入
れ）に特別表彰／賞品を用意し、50周
年を祝したイベントとして準備していま
すのでご期待ください。また、例年通り
様々な自主活動（隔週で実施しているソ
フトバレーボール等）も積極的に続け、
地域の皆さんと気軽にスポーツを楽しん
でいきます。

　瀬谷区制50周年記念イベントとして
10月 12日（土）に瀬谷中学校でレク
リエーション大会を開催いたします。
例年の徒競走やパン食い競争、小学生
リレーなどの種目に加え、今年度は記
念イベントに相応しい新種目を企画中
です。区制50周年記念に加え、令和最
初のレクリエーション大会、皆様のご
参加をお待ちしております。

　10月 13日（日）原中学校で阿久和
北部連合運動会が開催されます。たく
さんの声援の中、毎年自治会がチーム
に分かれ各種目で競い合います。
　今年もみなさんに楽しんでいただけ
るよう色々な競技を考えていますので、
子どもさんからお年寄りまでたくさん
の方々の参加をお待ちしています。

　瀬谷区は今年、昭和 44 年に戸塚区から分区を
して 50 周年を迎えます。
　各地区では、区制 50 周年を記念した様々なイ
ベントを企画しています。
　みなさん、ぜひご参加ください‼

　5月 12日（日）瀬谷区制50周年を
記念して「紙ヒコーキ大会」が原小学
校体育館で行われました。併せて、校
庭では子ども祭りも行われ、大勢の人
たちでにぎわいました。紙ヒコーキ大
会は男女年齢を問わずどこまで遠くに
飛ばせるかを競いました。2回飛ばし
て合計した距離が記録です。結果は、
18.5 メートルが最高記録でした。

瀬谷駅
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みなさん、ぜひご参加ください‼

「思い出も　未来も共に　この瀬谷で」
みんなが「つながる」
子どもから大人まであらゆる
区民が参加し、つながる瀬谷区
みんなに「つたわる」
これまでの 50 年の歩みをつたえ
つたわる温かな瀬谷区
あしたに「つなげる」

あしたに向けて
魅力をつなげる瀬谷区

　9月 28日（土）瀬谷区制50周年を記
念して「瀬谷区制50周年記念イベント
抽選会 in第 2回上瀬谷小フェスタ」を
開催します。様々なさわやかスポーツを
スタンプラリー形式で体験し、スタンプ
数に応じたお楽しみ抽選会を準備してい
ますので、多くの児童及び地域の方々の
ご参加をお待ちしております。

　区制50周年記念イベントとして8月
にパターゴルフ大会の開催を予定して
います。昨年は、うだるような暑さの
中、細谷戸第一集会所内でのパターゴ
ルフは快適で、それでも汗をかき、参
加者からは「丁度よい運動になった」
と笑顔で楽しめた大会でした。
　今年も皆様の参加をお待ちしており
ます。

　本郷地区のスポーツ推進委員は8名
で、ほとんどの行事を青少年指導員8
名と共に活動しています。6月 16日の
「紙ひこう機大会」10月の「本郷地区
リクレーション大会」11月の「ふれあ
い文化祭」を主催・共催します。
　これらは「瀬谷区制50周年記念本
郷スタンプラリー」対象行事です。皆
様の参加をお待ちしています。

　10月 13日（日）南瀬谷連合地区恒
例のスポーツフェスティバルを開催し
ます。準備委員会を発足し、スポーツ
をする喜びや楽しさを体験できるよう
な競技を検討しています。合わせて区
制50周年を記念する競技も検討します。
楽しみにしていてください。
　是非、多くの方々の参加をお待ちして
います。

三ツ境駅


