第８号

■神奈川県スポーツ推進委員大会
２月２日(日)、私たちは川崎市麻生市民館へ令和初の神奈川県スポーツ推進委員大会
へ行って参りました。私自身は初めての参加となりましたが、趣旨としては「神奈川県
スポーツ推進委員が一堂に集まり、生涯スポーツの諸問題について研究協議し、スポー
ツ推進委員の資質の向上と相互の情報交換を図り、地域の体育、スポーツの発展に寄与
することを目的とする。
」大会です。大会が始まるとそれぞれのユニフォームを着た神奈
川県各地区のスポーツ推進委員で会場は埋め尽くされていました。最初のアトラクショ
ンでは麻生区ゆかりの「ゆりがおか児童合唱団」の綺麗な歌声と「学校法人桐光学園ダ
ンス部」による息の合ったパフォーマンスで盛り上がりました。続いて 112 名の功労者
表彰と４名の感謝状の表彰式が行われ、表彰者の氏名が呼ばれるたびに「待ってました
！」
「おめでとう！」などの掛け声の中、笑顔あふれる表彰式でした。わが愛川町からも 10 年勤続で中塩屋委員が功労者
表彰を受賞されました。
基調講演では講師にアテネ五輪金メダリスト柔道の鈴木桂治氏による「柔道と私」というテーマで柔道人生における、様
々な時期での「覚悟」
、自分を信じる勇気、志の高さについて講演していただきました。参加するまでは難しい集まりかと
緊張してましたが、時間が経つにつれて緊張もほぐれ、終わってみれば笑いあり感動ありの大会でした。
（三輪）

中塩屋委員功労者表彰受賞コメント
この度「神奈川県スポーツ推進委員大会」にて功労者表彰をいただきました。気がつけば 10 年。
しかし、任期中の間に様々な行事に参加した思い出が残ります。
「町民みなスポーツの町宣言制定 30
周年記念事業」としてオリンピックメダリストのワイナイナ選手らをゲストランナーとして迎え盛大
に開催された「第 64 回愛川町一周駅伝競走大会」
。愛川町主催で準備・運営に奔走した「神奈川県ス
ポーツ推進委員連合会県央ブロック研修会」
。スポーツ推進委員の活動を通じて町内外の方々と多く
のふれあいの機会を得た事は良い経験が出来たと思います。また、今年度はいよいよ「2020 東京オ
リンピック」の開催です。素晴らしい熱戦を期待しながら熱く応援していきたいと思います。
（中塩屋）

■神奈川県スポーツ推進委員研修会

■正副会長情報交換会

神奈川県スポーツ推進
委員研修会が、横浜市の
障害スポーツ文化センタ
ー「横浜ラポール」で 11
月 23 日（土）に開催され、
障がい者のスポーツにつ
いての講習に加え、ボッ
チャと車椅子バスケット
ボールを体験しました。
バスケットボール用の
車椅子はハの字型でとて
も軽く、ぶつかった際に足を挟んでしまわないようにガード
があり、楽しくかつ安全に競技を実施するために良く考えら
れているなと感心しました。
様々な障がいを持つ方がスポーツを楽しめるよう障がい者
スポーツは多様化しています。東京パラリンピックは、たく
さんの競技を見るチャンスです。ぜひ、障がい者スポーツの
凄さと楽しさを感じてみてはいかがでしょうか。
（小松）

県央地区スポーツ推進委員の各市町村（６市１町１
村）の正副会長が集まる情報交換会が、年２回各市町村
の持ち回りで開催されます。
今年度は第１回を６月 22 日（土）に大和市スポーツ推
進委員の主催で、第２回を２月 15 日（土）伊勢原市スポ
ーツ推進委員の主催で開催されました。
県央地区の市町村の正副会長が一堂に集まり、各市町
村のスポーツ推進委員活動の報告や紹介を行い、スポー
ツやレクリエーション活動の普及、健康づくりなどにつ
いての情報交換を行いました。
スポーツ談義に花が咲き、他の市町村の正副会長との
親睦を図ることができ、楽しいひと時を過ごしてきまし
た。
県央地区のスポーツ
推進委員との連携を図
りながら、愛川町のス
ポーツ推進委員活動を
進めて行きたいと思い
ました。
（今井）
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たくさんの方々にご協力をいただき、スポーツ推進委員だより第
８号を無事に発行することができました。
今年度のスポーツといいますと、ラグビーワールドカップ 2019
が日本で開催され、日本代表が成し遂げた史上初の８強入りという
大活躍が記憶に新しいところです。そして本年７月には待ちに待っ
た東京 2020 オリンピック・パラリンピックが開催し、神奈川県で
は野球・ソフトボール、サッカー、自転車競技、セーリングが開催
され、ますますスポーツムード一色の一年になるかと思います。
私たちスポーツ推進委員も ONE TEAM となって「町民みなスポー
ツの町」を盛り上げてまいりますので、皆様のご支援、ご協力をよ
ろしくお願いします。 （八木）

【スポーツ推進委員とは・・・・】
スポーツ基本法第 32 条の規定により、スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、町教育委員会からスポー
ツ推進委員として委嘱されております。本町では各行政区から１名、人口の多い熊坂区からは２名、総勢 22 名が
スポーツ推進委員として選出されております。
スポーツ推進委員は住民皆様のスポーツ活動の促進やスポーツ行事への協力等を行い、愛川町のスポーツ推進を
目指し活動しています。
■発行日 令和２年３月１５日

■発 行 愛川町スポーツ推進委員連絡協議会 広報部会

■事務局 愛川町教育委員会スポーツ・文化振興課

■電 話 046-285-6958

■愛川町・清川村スポーツ推進委員 3033 運動普及員養成講習会及び情報交換会
◎会長挨拶

愛川町スポーツ推進委員連絡協議会

会長

山口

今年度は、新たな取り組みとして６月 15 日（土）に愛川町が主催と
なり清川村と交流行事を開催しました。当日は愛川町文化会館に 23 名
の委員が参加する中、神奈川県が推奨している 3033 運動(１日 30 分、
週３回、３ヶ月間継続の生活習慣運動）の普及員養成講習会を、県立
体育センターの講師２名を迎え実施しました。
教材ビデオを用いた座学に加え、室内でできる体運動を実施しなが
ら受講しました。ぜひ皆さんも、無理なく 3033 運動を生活習慣に取り
入れてみてはいかがでしょうか？
また講習会終了後、清川村の委員の皆さん達と情報交換会を行い、
スポーツの振興及び普及などについて話し合いながら親睦を図ること
ができました。来年はぜひ清川村主催で交流行事を開催しましょうと
提案するとともに、今後も交流行事を続けていくことを確認し、交流
行事及び情報交換会を閉会しました。（山口）

淳

皆さんこんにちは、スポーツ推進委員連絡協議会の山口です。
私ごとではありますが、令和元年 11 月３日（日）に愛川町より自治功労者賞をいただきました。受賞につきま
しては、皆様がスポーツ推進委員活動に対し、ご理解とご協力をいただいているからだと思っております。この
場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございます。
さて昨年は、平成から令和の時代に変わり、いよいよ今年は 2020 オリンピック・パラリンピックが開催され、
世界中がスポーツで盛り上がる年になると思います。そんな中、私たちも愛川町を盛り上げるために、悪天候の
為中止になりましたものの、スポーツ・レクリエーション・フェスティバルの運営について準備段階から精力的
に取り組みました。また、恒例行事である町一周駅伝競走大会等に従事し、町民の皆様が安全かつ楽しく参加で
きるとともに、運営が円滑に進むように務めています。さらに、町を越えての活動である神奈川県や県央地区の
活動にも積極的に参加し、社会体育の振興や発展など情報を交換しながら交流を図っています。このスポーツ推
進委員だよりを見ていただき、私たちの活動を少しでも知っていただければ嬉しく思います。
これからも、ひきつづき愛川町を盛り上げるとともに、県内にも愛川町をアピールしていきたいと思いますの
で、今後ともよろしくお願いします。

■第 65 回愛川町一周駅伝競走大会兼 Towards2020 スポーツ推進事業
前日からの雨予報が心配されましたが、大会当日は早朝より太陽が顔を出し暖かな日差しの中で第 65 回愛川町一周駅伝競走
大会が開催されました。
今回は「Towards2020 スポーツ推進事業」と題し、エリックワイナイナ選手と藤田敦史選手をゲストランナーに迎え全 46 チ
ームにて争われました。開会式ではワイナイナ選手の元気な挨拶で幕を開けました。藤田選手については、直前の怪我に伴い
出走が困難であったため、代走として大学の後輩である西田隆維選手がワイナイナ選手とともに「チームレジェンド」として
参加されました。
駅伝大会開催中のフィールドでは SC 相模原や愛川町レクリエーション協会等の協力により、サッカーキックターゲットビン
ゴ、クッブ、ラダーゲッターなどのイベントが行われ、子ども達が楽しそうに参加していました。
駅伝大会は、一部は細野区、二部は立科町の優勝で幕を閉じました。我々スポーツ推進委員は選手が安全かつ安心に走れる
ように、監察走路員としてコース各地に配置し、選手たちの力走を見守りました。
駅伝ゴール後には「チームレジェンド」のゲストランナーによるトークイベントが開催され、参加した子ども達との交流を
行いました。
最後に参加者とゲストとの記念撮影を行い、イベントは終了しました。選手並びに関係各所の役員の皆様大変お疲れさまで
した。（吉岡）

当日一緒に講習を受けた清川村のスポーツ推進委員さんからコメントをいただきました
令和元年６月 15 日（土）
、愛川町文化会館３階大会議室にて開催されました 3033 運動普及員養成講習会に、本会か
ら４名（スポーツ推進委員３名、役場職員１名）が参加させていただきました。
当日は、講師としてお越しいただきました、神奈川県立体育センターの鈴木岳大氏・大塚洋平氏による実技と巧みな
話術もあり、日頃から取り組める適度な運動方法について、体験を通じて楽しく勉強することができました。
また、講習会終了後は、双方のスポーツ推進委員が集う情報交換会も開催され、日頃の活動や個々のスポーツ体験談
などの話しを聴くことができ、親睦の輪が広がる大変有意義な１日となりました。
結びに、このような機会を設けていただきました愛川町スポーツ推進委員連絡協議会 山口淳会長をはじめ、準備・
運営に携われた愛川町スポーツ推進委員の方々に対して深く感謝申し上げます。
清川村スポーツ推進委員連絡協議会 会長 細野賢一

■県央ブロック研修会

10 月６日(日)に県央ブロック研修会が綾瀬市で行われ、県央地区８市町村のスポー
ツ推進委員約 180 名が参加しました。みなさんで楽しく簡単に行えるニュースポーツの
研修を行い、その後情報交換会をおこないました。実技研修１つ目は「キンボール」と
いう直径 120ｃｍもある軽いボールを使った球技です。４人３チームで同時に競います
が、体力よりも大きな掛け声と頭を使います。焦ると決まった掛け声がうまくいかず
に、みんな大笑いで楽しめる競技でした。２つ目は「キャッチング・ザ・スティッ
ク」
。横１列に並んだ８人がそれぞれ１ｍの棒を２本持ち床に“トントン”と床に突
き、
“パッ”と手を放して、棒が倒れる前に素早く隣に移ります。単純なので幅広い年
齢層で一緒に楽しめます。「棒が倒れない様に」
「次の人に上手く渡せる様に」と色々仲
間を思いやって競技するのでチームの一体感が得られて楽しいです。実技研修のあとは
情報交換会。各市町村の推進委員の方がどうご活躍されているのか聞けて自分ももっと
がんばろうと思いました。
みなさんの地域の集まり等でも研修でのスポーツを伝授致しますのでスポーツ推進委
員にぜひお声かけ下さい。（仲村）

■関東スポーツ推進委員研究大会

■地域での活動紹介（二井坂区）

６月７日（金）
・８日（土）の２日間、関東甲信 １都８県のスポーツ推進委員を「大宮
ソニックシティーホール」に招集し、『彩の国から 地域スポーツで社会の絆を！』を大会
テーマに開催されました。
分科会の研究協議は『地域スポーツの拡大 ～フラバールを用いた「さいかつぼーる」
の誕生・普及～』をテーマに発表されました。「さいかつぼーる」は、埼玉県東部の埼葛
地区と呼ばれる地域で考案されたニュースポーツで、普及の過程におけるスポーツの名称
やルールについて浸透させることの難しさなどの苦労も交え、広く普及させようと活動す
る熱意あるお話を伺うことができました。幅広い年齢層の方が楽しめるよう、工夫された
ソフトバレーボールに似たニュースポーツであり、町内でもぜひ取り入れたいと思えるス
ポーツでした。
（志村）

二井坂区では、令和元年度、自治会の方針の１つとして、
「身近な所から、幸せを見つける」
を掲げ、週一回の健康体操を 10 月から始めました。如何にして、気楽に、飽きずに、楽しく、
会場に参加者が来てもらうにはどのようにすれば良いか、計画段階から試行錯誤の中で進めて
参りました。活動の過程においては、愛川町健康推進課の栄養士の講話や体育の先生の指導も
計画に組まれ、参加者は実際に受けてみて大変喜んでおります。現在は「いきいき 100 歳体
操」を行ったあとに、ラジオ体操を実施していますが、参加者からは大変好評です。今後は継
続に向けての課題はありますが、参加者の声を参考に進めていきたいと思います。
（川端）

■第 74 回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会

[ここに入力]

２月９日(日)秦野市カルチャーパークから県立相模湖公園までの 51.5km を、県内各市町が地
元のプライドを懸け、各チーム７名の代表選手でたすきをつなぐ、第 74 回市町村対抗「かなが
わ駅伝」競走大会が開催されました。愛川町スポーツ推進委員は選手の安全確保のため、相州病
院先交差点～第５中継所～平山坂下の区間を監察走路員としてこの大会の運営に協力しました。
交通規制にご協力いただきましたドライバー及び歩行者の方々には感謝申し上げます。また、沿
道で多くの方々の応援ありがとうございました。
今大会での愛川町チームは選手一人ひとりが充分に力を発揮して過去最高のタイムで総合 11
位、町村の部「優勝」を奪還し、素晴らしい成績を成し遂げました。選手の皆様お疲れ様でし
た。
（山本）

■平成３１（令和元）年度

愛川町スポーツ推進委員

関係主要事業一覧

※網掛けされた事業は記事あり
○ ４月１８日（木）第１回スポーツ推進委員会議（主要事業について、収支決算報告、今後の予定について）
○ ６月 ８日（土）関東スポーツ推進委員研究大会
○ ６月１５日（土）愛川町・清川村スポーツ推進委員３０３３運動普及員養成講習会及び情報交換会
○ ６月２２日（土）令和元年度第１回県央地区スポーツ推進委員 正副会長情報交換会（県央地区のスポーツ推進委員正副会長と情報交換）
○ ９月１９日（木）第２回スポーツ推進員会議（２０１９あいかわスポーツ・レクリエーション・フェスティバルについて)
○１０月 ６日（日）神奈川県スポーツ推進委員連合会 県央ブロック研修会
○１０月１３日（日）２０１９あいかわスポーツ・レクリエーション・フェスティバル ※台風のため中止
○１１月２３日（土）神奈川県スポーツ推進委員研修会
○１２月 １日（日）愛甲郡ロードレース（監察・走路員）
○ １月１２日（日）第６５回愛川町一周駅伝競走大会兼Ｔｏｗａｒｄｓ２０２０スポーツ推進事業（大会役員、監察・走路員）
○ ２月 ２日（日）神奈川県スポーツ推進委員大会
○ ２月 ９日（日）第７４回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会（監察・走路員）
○ ２月１５日（土）令和元年度第２回県央地区スポーツ推進委員 正副会長情報交換会（県央地区のスポーツ推進委員正副会長と情報交換）

