
令和元年度の各区の活動紹介

　この度、会長に就任いたしました浦野でございます。
　スポーツ推進委員は、地域におけるスポーツの推進役として、各区・地区で地域住民の
健康増進や生涯スポーツの推進、ニュースポーツの普及など、様々な活動をおこなってい
ます。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により活動が思うように進んでおりませ
んが、その中でも、収束後の活動に向けた検討、準備を進めて参ります。

川崎市スポーツ推進委員連絡協議会　会長　浦野　一吉　　
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日吉地区

さいわい
●第48回幸区町内会対抗　　　　男子ソフトボール大会
　幸区では、毎年の恒例行事として４月に
町内会対抗男子ソフトボール大会を開催
しています。４８回目となる今大会は、参

加２６チーム、総勢約３６０名の選手が参加し、迫力のある試合が繰
り広げられました。決勝は古市場２丁目町内会と南幸町１丁目都町
町内会の対決となり、１１－０と完封勝利をおさめた古市場２丁目町
内会が見事に優勝に輝きました。

●グラウンドゴルフ大会
　日吉地区では、毎年５月にグラウンドゴルフ大会を実
施しています。第１１回目となる今大会では、１８チー
ム、約１５０人が参加し、熱気のある大会となりました。
鹿島田町内会Bチームが優勝し、３年連続で鹿島田町
内会から優勝チームが出る結果となりました。

御幸地区
●第36回御幸地区女子バレーボール大会
　３６回目の開催となった、御幸地区女子バレーボール
大会ですが、当日は全７チーム、９０名の選手たちの熱
気に包まれ、白熱した試合が行われました。決勝は小向
町内会と戸手町内会の対戦となり、２１－１２、２１－４
で小向町内会が勝利し、優勝しました。

南河原地区
●第43回南河原地区町内会連合大運動会
　南河原地区では、毎年の恒例行事として１０月に大
運動会を開催しています。全１７町内会・自治会から約
１，６００人が参加し、障害物競走、大なわとび、輪投げ、
リレーなど様々な競技で楽しい一日を過ごしています。

幸区

令和２年
９月発行

第６号が完成しました。今回も川崎市 7区のスポーツ推進委員が
随所で活躍し、地域のスポーツ振興に貢献している姿がよく表れて
います。今年度は感染症の影響により各種事業が立ち行かない状況
ではありますが、この広報誌が多くの皆様の目にとまり、スポーツ
推進委員の活動の PRになることを願っております。

第６期広報部会長　滝澤　富士子　

　昭和57年4月、町会長より『参加できる時に
協力すればよい』と言われ、何も分からず体育
指導員を引き受け、先輩方の足手まといになら
ないよう心がけ、日々活動していたことを思い
出します。当時は、とどろきアリーナが建設中
の為、大戸小学校や新城高校等でスポーツ大
会を実施していました。

　平成23年にスポーツ推進委員と名称が変更され、各事業の多種
多様化により『スポーツの実技指導』『スポーツに関する指導・助言』
『社会的信望・関心・理解』などが求められるようになりました。平
成26年に高野委員長の下、副委員長に任命され、スポーツ推進委員
のご協力をいただき、例年通り、諸団体のスポーツ大会に協力すると
共に、毎月の歩こう会を初め健康まつり、総ぐるみスポーツ大会、マイ
ペース・ロードレース大会、また、青少年の健全育成・区民の健康増進
などをテーマに各事業に取り組んで参りました。平成30年に中原区
の委員長に就任し、これまで行ってきた各事業の更なる充実を図っ
て参りました。まだまだ充分ではありませんでしたが、2年間にわた
り微力な私を支えていただいた皆様方に厚くお礼を申し上げます。
　今回の過分なる受賞にあたり、各団体、関係各位のご指導・ご支
援の賜物と心より感謝申し上げます。

後　

記

竹内委員(中原区)が、文部科学大臣表彰スポーツ
推進委員功労者表彰を受賞されました！

受賞者コメント

第６期広報部会

担当副会長 部　会　長

副 部 会 長 副 部 会 長

部　会　員 部　会　員

部　会　員 部　会　員

江口勇次（多摩区） 滝澤富士子（幸　区）

新藤敏夫（多摩区） 中川　眞（川崎区）

野口広恵（中原区） 五十嵐静治（高津区）

持田辰雄（宮前区） 竹田幸治（麻生区）

●６月７日（金）
　関東スポーツ推進委員研究大会（埼玉県）
●１１月１４日（木）～１５日（金）
　全国スポーツ推進委員研究協議会（三重県）
●１１月２３日（土・祝）
　神奈川県スポーツ推進委員研修会（横浜市）
●１月１９日（日）
　川崎ブロック研修会（幸区）
●２月２日（日）
　神奈川県スポーツ推進委員大会（川崎市）

新型コロナウイルス感染症の影響により、
活動は未定となっております。

令和２年度活動予定

令和元年度活動報告
全国スポーツ推進委員研究協議会（三重県）

23名が参加しました

関東スポーツ推進委員研究大会（埼玉県）

1１名が参加しました

神奈川県スポーツ推進委員大会（川崎市）

１１５名が参加しました

神奈川県スポーツ推進委員研修会（横浜市）

1３名が参加しました

神奈川県スポーツ推進委員連合会
川崎ブロック研修会（幸区）

74名が参加しました

令和元年度　表彰者
文部科学大臣表彰スポーツ推進委員功労者表彰
　　竹内　 俊二（中原区）

全国スポーツ推進委員功労者表彰
　　都築　    明（川崎区） 　　　　平口　 和宏（高津区）

全国スポーツ推進委員連合感謝状３０年勤続スポーツ推進委員
　　浦野　 一吉（川崎区）　 　　　佐藤　 好正（幸　区）
　　福村　 　明（高津区）　 　　　若林　 茂幸（高津区）
　　安藤 美智子（宮前区）    　　　塩島　 一洲（多摩区）　　　

関東スポーツ推進委員協議会表彰
　　中川　 　眞（川崎区）　 　　　井上　　 隆（中原区）　　　
　　江口　 勇次（多摩区）

川崎市スポーツ推進委員功労者感謝状（２０年勤続）
　　井出　　実（川崎区）　　　　　重田　昭浩（川崎区）
　　古木　　強（川崎区）　　　　　三浦　　充（川崎区）
　　大滝　佳男（幸　区）　　　　　森田　政利（幸　区）
　　奥山　博司（中原区）　　　　　井上　　隆（中原区）
　　田口　兼一（中原区）　　　　　小澤　栄春（中原区）
　　米谷　正児（中原区）　　　　　清水　一彦（中原区）
　　山本　義則（高津区）　　　　　平山とも子（高津区）
　　渡辺　和之（高津区）　　　　　江口　清史（高津区）
　　大木　次郎（宮前区）　　　　　早川　英人（宮前区）

神奈川県スポーツ推進委員連合会功労者表彰　及び
川崎市スポーツ推進委員永年勤続感謝状（１０年勤続）
　　沼尾　利男（川崎区）　　　　　大串　浩士（川崎区）
　　迫田　和人（川崎区）　　　　　鈴木　隆男（川崎区）
　　田代　　茂（川崎区）　　　　　長島　史憲（川崎区）
　　都丸　良弘（川崎区）　　　　　南雲祐二郎（幸　区）
　　檜原　隆之（中原区）　　　　　大島　勇治（中原区）
　　長田　照男（高津区）　　　　　小島　康介（高津区）
　　灘山　　晃（高津区）　　　　　柏木　一男（高津区）
　　羽柴　和友（宮前区）　　　　　矢野　　修（宮前区）
　　吉岡　達也（宮前区）　　　　　田中　謙次（多摩区）
　　櫻井　正巳（多摩区）　　　　　石垣　俊昭（多摩区）
　　大久保明美（多摩区）　　　　　今村　　功（多摩区）
　　関根　秀勝（麻生区）　　　　　土方　和真（麻生区）
　　正岡　　真（麻生区）

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により大会・イベントが開催できない場合がございます。



ウォーキングウォーキング

かわさき

●パワフルかわさき区民綱引き大会
　川崎区では、かわさき市民ま
つり開催期間中の令和元年１１
月３日（日）、市民まつり会場に
隣接するカルッツかわさきにお
いて、パワフルかわさき区民綱
引き大会を開催しました。今回
で２３回目を迎えた本大会は市
民まつりを盛り上げるイベント
として川崎区民に定着してきま
した。子どもの部、女子の部、
大人の部の３部門において、町
内会、こども会、ＰＴＡ、企業な
どが力くらべ。熱狂的な応援も
見どころのひとつです。

●中原歩こう会とグラウンドゴルフ大会
　中原区では8月
を除く毎月第二
日曜日に､健康増
進と友達作りを
目的として5㎞程
度のコースをのん
びり歩く中原歩こう会を開催しています。
令和元年度は台風１９号と新型コロナウイ
ルスの影響で、年間９回の開催となりまし
たが､のべ1,098人が参加されました。
　また、9月には等々力緑地催物広場でグ
ラウンドゴルフ大会を開催しました。残暑
厳しい中にもかかわらず182人の方が2
コース16ホールで熱戦を繰り広げました。

●区民祭とふるさと祭り
　高津区では夏に「区民祭」や「橘ふるさと
祭り」などの区民を対象とした大きなお祭
りを行っています。町内会・自治会や社会
福祉協議会、子ども会そして役所の皆さん
など協力し合って開催しています。その中で
スポーツ推進委員会もその一員として一緒

に取り組んでいます。橘ふるさと祭りはカラオケ大会、演芸大会、ふれ
あいバザー、小学生の絵画コンクール、つきたてお餅の販売などが有
り、最後は抽選会で大盛り上がりとなります。わたしたちは体育室で
体力測定、ニュースポーツ普及を兼ねたスポーツコーナーを担当、最
後の抽選会でも当選者の読み上げや本人確認などを担当します。地
域の皆さんがスポーツを楽しみながら身近なものと感じてもらえるよ
う取り組んでいます。スポーツ推進委員会を知ってもらう良い機会と
もなっています。

川崎区

中原区

高津区
たかつ

なかはら

区民綱引き大会の様子

橘ふるさと祭りの様子

体力測定を実施！

12 月の歩こう会参加者の集合写真

大人も子供も全力！

グランドゴルフ大会の様子

●ソフトボール大会 　宮前・向丘の各地区では、
「みやまえスポーツふぇす
てぃばる」事業として、区
民の健康増進のため、年１
回各地区ごとに「町内会・
自治会対抗ソフトボール大
会」を開催しています。今
後は両地区の上位チームに
よる、宮前区ナンバーワンのチームを決定する大会
に発展すれば良いと思っています。

●第７回稲城市・多摩区連携ウォーキング事業
　多摩区では、隣
接している稲城市
と連 携し、毎 年
ウォーキングイベン
トを開催していま
す。両地域のスポー

ツ推進委員がウォーキングマップを作成し、
名所に立ち寄りながら約１０ｋｍのコースを
歩きます。第７回は多摩区中心のコースを作
成し、生田緑地や妙楽寺（あじさい寺）など
を巡り、稲城市民と多摩区民の交流を深める
集いとなりました。あいにく雨天開催となり
ましたが、自然の恵みを直に感じながら、多
摩区の魅力を伝えることができました。

参加者の集合写真

開会式の様子

第７回のウォーキングの様子

●ニュースポーツまつり 　麻生区ではスポーツ推
進委員会、麻生区スポー
ツセンターと協賛し、子
どもから高齢者まで参加
できる行事として 7 月の
祝 日、10 月 の 祝 日 に
ニュースポーツまつりとし
て「パラリンピック競技
で馴染みのボッチャ」「シャトルがスポンジボール
で出来ているファミリーバトミントン」「氷上のカー
リングの室内版・カローリング」を開催し、令和
元年度の 7月には約 120 名、10 月には約 120 名
の参加がありました。
　また、毎月第二土曜日は、障害者も楽しめるニュー
スポーツ体験教室として「ボッチャ」「カローリング」
「ファミリーバドミントン」を開催しています。

ニュースポーツまつりの様子

みんなでボッチャをプレー！

多摩区
たま

麻生区
あさお

アウトかセーフか? 
ラン！ラン !! ラン !!!

宮前区
みやまえ


