第 92 号 平成 27 年 1 月 22 日発行

～中田地区の地域活動をお知らせします～
発行：中田連合地区経営委員会
制作：中田かわら版制作編集委員会

協力：中田連合自治会 泉区役所
横浜市踊場地域ケアプラザ

■中田地区青少年指導員の活動について

『どうせやるなら自分も楽しんでやろうよ』
私たち青少年指導員は、24 期目（任期Ｈ26 年 4 月 1 日～平成 28 年 3
月 31 日）にあたり、各町内（自治）会や連合自治会から推薦を受けて
神奈川県知事と横浜市長より委嘱され、青少年育成活動に微力ながらも
青少年フェスティバル（ダンス）

係わらせて頂いております。
泉区には 12 地区がありますが、12 地区合計で 150 名強の青少年指導
員がおります。中田地区には 29 名がおり、表 1 のような構成になって
おります。事業を行うに当たっては、取りまとめ委員会が企画・提案を
行い、役員会で審議を行い、最終的には月例会等で決定します。そして、
実際の事業は取りまとめ委員会が中心となり、全員がバックアップして
その事業を行う方式を取っております。事業を企画する上で心掛けてい
ることは、「安全・安価・楽しく」であり『どうせやるなら自分も楽し

軽スポーツ大会（徒競走）

んでやろうよ』とメンバーには何時も言っております。(泉区会長／青木さんのスローガンでもあります)
更に中田地区においては、
「見守りから、一歩前へ」をテーマに積極的に活動をしていくことをモットー
としております。
中田地区の事業については、地域のみな様方にもご協力をお願いして一緒に取り組んでいるものもあ
りますのである程度はご理解頂いていると思いますが、中田以外の会長で行われているイベントについ
ては余り馴染みがないと思いますので、表 2 の①と③の概要についてご紹介したいと思います。
一つ目は、
「泉区ふれあい“ザ”軽スポーツ大会」ですが、泉区内の障がい児・者と中学生・高校生・
大学生中心のボランティアとペアになって、徒競走やデカパンレース等では仲良く手をつなぎ、一所懸
命走って元気いっぱい笑顔を見せてくれました。平

表1 中田青少年指導員グループ編成
委員会名

主な取りまとめ事業

人員

研修委員会

サマーキャンプ

8名

活動委員会

サマーフェスティバル

9名

文化委員会

文化祭、例大祭

8名

居場所委員会

青少年の居場所づくり

4名

表2 泉区青少年指導員3大イベント
イベント名

成 26 年度は、6 月 8 日（土）に行われましたが、平
成 27 年度の開催に向けて、昨年の秋から役員会を数
回、既に行われております。楽しいプログラムを思
案中ですので、楽しみにしておいて頂きたいと思い
ます。二つ目は、泉区青少年の祭典「泉区青少年フ
ェスティバル」ですが、以前は初冬の頃、和泉遊水
地を会場に行っておりました。雨天等でしばしば中

参加対象

止になることがありましたので、平成 25 年度は泉区

① 泉区ふれあい“ザ”軽スポーツ大会

100名

公会堂へ場所を移して平成 26 年 3 月 16 日（日）に

② 泉区青少年指導員全員研修会

全員

開催しました。中田地区からは「中田小学校マーチ

③ 泉区青少年フェスティバル

100名

ングバンド」と「新極真会・泉中田道場」の 2 団体

に出演して頂いております。平成 26 年度は平成 27 年 3 月 15 日（日）に泉公会堂で開催します。中田地
区からは、
「葛野小学校ダンス・バトンクラブ」と「新極真会・泉中田道場」が出演します。応援よろし
くお願いします。

（中田地区青少年指導員協議会会長 國分満義）

～一人ひとりが CO２を減らす努力をし、美しい地球を子どもたちに残そう！～

このチラシの情報をより詳しく知りたい方は、踊場地域ケ
アプラザ 葛西（かさい）まで問い合わせください。

TEL

【寸劇フェスティバル】 ‐観覧無料‐
日時：2 月 15 日(日)

801-2114 FAX 801-2923

【さくらまつり】

13:00~（12:30 開場）

日時：平成 26 年 3 月 29 日(日)

場所：泉区民文化センター テアトルフォンテ

10:00～15:00

☆「ちびっ子集まれ～地域子育て支援の記録～」
中田・しらゆり子育てネットにて、地域の子育て支援者
のみなさん、親子サークルさんなどが出演します！

グラウンド
主催：中田小学校

【中田コミュニティハウスまつり】
日時：2 月 28 日(土)
3 月 1 日(日)

場所：中田小学校

同窓会

9:00~17:00
9:00~14:30

場所：中田コミュニティハウス

第 38 回

中田新春健康マラソン

1 月 18 日、中田小学校校庭をスタートして 2.5 キロ、5
キロの 2 種目が行われた。快晴、気温 11 度、無風。絶好
のコンディションのなか、小学生から大人の一般男女合わ
せて、396 人が参加、全員が完走した（2.5 キロ 195 人、
5 キロ、201 人）
。
5 キロで優勝した佐久間孔暉君〈汲沢中・陸上部 1 年〉は
一般男子らを抑えダントツで 1 位。2.5 キロでも上位 5 人
が小学生男女が独占したように、小、中学生の健闘が目立
った。佐久間君の今回の目標記録 16 分 40 秒には 1 分 30
秒ばかり及ばなかったが、来年はどこまで記録を短縮でき
るか楽しみだ。
下村泉区長からのメッセージ「マラソン大会で地域の皆さ
んが、一緒に走り励まし合い、コミュニケーションを通じ
地域の絆が強まるとともに、中田連合自治会の一層の発展
を祈念いたします」。
＜5 キロ＞

（宮田貞夫）
＜2.5 キロ＞

(中学男)

18'14

優勝 柳下 大地

(小学男)

11'06

2位 田代 淳

(一般男B)

18'23

2位 原木 康佑

(小学男)

11'15

3位 寺井 清人

(一般男B)

18'37

3位 前川 圭祐

(小学男)

11'30

4位 吉田 知史

(中学男)

19'02

4位 佐々木はるな

(小学女)

11'35

5位 遠藤 颯人

(中学男)

19'03

5位 高橋 夢来

(小学女)

11'41

6位 諸橋 壮也

(一般男A)

19'18

6位 石井 幸奈

(中学女)

11'49

優勝 佐久間 孔暉

〈注〉Ａ＝高校～３９歳 Ｂ＝４０歳以上

「中田白百合地域情報サイト」にて地域の最新の情報や、かわら版バックナンバーなどを調
べることができます。www.odoriba-cp.jp へアクセス！！

