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スポーツ推進委員協議会の

皆様には、日頃から横須賀市

のスポーツ推進のため、主

催・主管事業はもとより、そ

れぞれの地域における生涯ス

ポーツの普及の担い手として

ご活躍いただき、多くの成果

をあげられていることに対し

て厚くお礼申し上げます。 

皆様には地域の体育振興だけではなく、横須賀市の

非常勤職員として、多くの事業に携わっていただいて

います。学区対抗球技大会やスポーツフェスタでは、

子どもから大人まで幅広い年齢層の方がスポーツに

親しめるように、大会の企画・運営、また各学区の健

民運動会においても精力的にご活動いただき、地域の

スポーツを通じた交流を深める場を作っていただい

ています。さらに、「新体力テスト測定員」や「学校

体育授業サポーター」としても、学校と連携・協力し

ていただき、子どもの体力の向上に大きく寄与してい

ただくなど、本市のスポーツ振興にとりまして、皆様

はかけがえのない存在となっています。 

さて、ご承知のとおり、横須賀市ではこれまで教育

委員会が担当していたスポーツに関する事務（学校体

育を除く）を市長部局に移管しました。これにより、

スポーツ推進委員協議会の事務局も、４月からは政策

推進部スポーツ振興課に移り、新たなスタートをきり

ました。これまで以上に本市のスポーツ振興のために、

邁進してまいります。 

少子高齢化社会が加速する現代において、スポーツ

推進委員協議会の皆様は、生涯スポーツの普及の担い

手として、さらなる活躍が期待されています。今後も

ニュースポーツなどを通じて、各地域においてその普

及・発展に取り組んでいただき、本市が進める「生涯

現役社会の実現」にご協力くださいますよう、お願い

申し上げます。 

また、本市は「選ばれるまち、横須賀」をビジョン

に掲げ、市外の方にも横須賀の魅力を知っていただき、

多くの方にこの地に足を運んでもらえますよう、その

取り組みに力を入れているところです。 

今年度は神奈川県スポーツ推進委員大会が６年ぶ

りに横須賀で開催され、市外からたくさんのスポーツ

推進委員の方が本市を訪れるとのことですので、是非

とも横須賀の魅力を多くの方に PR していただきたい

と思います。 

結びに、今後とも横須賀市のスポーツ振興にお力添

えを賜りますようお願い申し上げるとともに、横須賀

市スポーツ推進委員協議会がますますご発展される

ことを祈念し、私の挨拶といたします。 

 

 

 

 

新しくスポーツ推進委員に

なられた方、引き続き引き受

けてくださった方、300 余名

で一緒に新たな任期を迎える

ことになります。 

今年は、横須賀市に体育指導

委員・スポーツ推進委員制度

が設置されてから６０年の節

目になります。これまで、児

童・成人のスポーツ大会の主管、地域での指導・育成

事業を中心に、ラジオ体操やニュースポーツとしての

ソフトバレーボールの普及を行って参りました。この

４月から事務局が教育委員会から政策推進部に移管

となり、小学校を核とした体育振興会中心の事業に加

え、地域の一員として諸団体と連携し、近隣の市町村

のスポーツ推進委員団体とも歩みを合わせて、今まで

以上にスポーツ行政に関わっていただければと思い

ます。以前から取り組んでおりました、ゲートボール

の支援・老人歩こう会・幸齢者健康のつどいのお手伝

い等の高齢者スポーツに加え、障がい者や街づくりへ

の取り組みの新しい試みも始めてみたいと思ってお

ります。 

協議会とは、スポーツ推進委員一人ひとりでは解決

できない問題を解決し、地域で事業を展開するにあた

って各個人の資質の向上を支援し、情報交換を行うた

めの組織です。 

地域のスポーツの相談役として住民の方々のご要

望に応え、関係各方面と連絡調整し、市民の健康寿命

の延伸に向けてお手伝いいただくために、引き続き、

ご支援ご協力をお願いいたします。 

最後になりますが、横須賀市のスポーツ推進委員の

永年勤続表彰制度が改定されました。 

今まで勤続 10 年で「感謝状」が贈呈されておりま

したが、今年度から、10 年に加えて 20 年・30 年

と 10 年ごとに表彰されることになりました。 

授賞された皆さん、おめでとうございます。長い間

ありがとうございました。お疲れ様でした。 

スポ推よこすか 
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平成２９年度 横須賀市スポーツ推進委員協議会 事業計画書（案）

月 日 曜日 事業名 会　　場 摘　　要

5 12 金 年度末・新年度総会 ヴェルクよこすか
平成28年度事業報告・決算報告
平成29年度事業計画・予算

9・10 金・土 関東スポーツ推進委員研究大会 栃木県 関東スポーツ推進委員による研究会

17 土 幸齢者（高齢者）健康のつどい事前準備 メインアリーナ 会場づくり

18 日 幸齢者（高齢者）健康のつどい メインアリーナ 高齢者を対象としたﾚｸﾚｰｼｮﾝ

25 日 第7回ソフトバレーボール大会 南体育会館
協議会主催・教育委員会共催
（選挙のため会場変更）

23 日 学区対抗児童ミニバスケットボール大会 メイン・サブ ブロックトーナメント戦

30 日 学区対抗児童ソフトボール大会
神明公園・神明小学
校・神明中学校

ブロックトーナメント戦
（県中総合のため会場変更）

3 日
学区対抗成人バレーボール大会
学区対抗成人ソフトボール大会

メイン・サブ・
不入斗公園・不入斗中
学校・坂本中学校

ブロックトーナメント戦

24 日 大和市・藤沢市・横須賀市交流研修会 藤沢市 他市との交流研修会

10 9 月(祝) よこすかスポーツフェスタ2017 メインアリーナ他 新体力テスト・ニュースポーツ大会

11 9・10 木・金 全国スポーツ推進委員研究協議会 茨城県つくば市 全国スポーツ推進委員による研究会

21 日 三浦半島県下駅伝競走大会 メインアリーナ他 駅伝競走大会の走路員他

26 金 新年懇親会 未定 スポーツ推進委員の新年懇親会

2 4 日 県スポーツ推進委員大会 横須賀市 県内スポーツ推進委員による大会

4 年度末・新年度総会 未定
平成29年度事業報告・決算報告
平成30年度事業計画・予算

※６０周年記念事業は、他事業との併催を含め検討いたします。

＜会議（理事・常任理事・コート主任）＞

月 日 曜日 事業名 会　　場 摘　　要

12 金 理事会 ヴェルクよこすか 新任研修会・高齢者健康のつどい

幸齢者（高齢者）健康のつどい打合せ 高齢福祉課 基本方針・要項

常任理事会 ヴェルクよこすか 理事会に向けての打合せ

理事会 ヴェルクよこすか 学区対抗球技大会

7 球技大会事前会議 ヴェルクよこすか 学区対抗球技大会

常任理事会 ヴェルクよこすか 理事会に向けての打合せ

理事会 ヴェルクよこすか ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ2017・全国研究協議会

スポーツフェスタ2017  事前会議 ヴェルクよこすか ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ2017

常任理事会 ヴェルクよこすか 理事会に向けての打合せ

理事会 ヴェルクよこすか 駅伝競走大会・県大会

常任理事会 ヴェルクよこすか 理事会に向けての打合せ

理事会 ヴェルクよこすか
平成29年度事業報告・決算報告
平成30年度事業計画・予算

三役会議 未定

統括・部会議 ヴェルクよこすか

※６０周年記念事業関連会議は、必要に応じて実施いたします。

※県大会横須賀三浦ブロック実行委員会は、必要に応じて実施いたします。

月 日 曜日 事業名 会　　場 摘　　要

20 土 新任研修会・普通救命講習会 諏訪小学校 新任スポ推を対象にした研修会

ソフトバレーボール研修会 競技の普及のための研修

ラジオ体操指導者講習会 スポーツ推進委員の講習会

7 1 土 ソフトボール研修会 粟田小学校 球技大会向け審判研修

10 28 土 県横三ブロック研修会 三浦市 横須賀・三浦ブロックによる研修会

新体力テスト測定員講習会 スポーツフェスタ研修会

学校体育授業サポート講習会 学校へ派遣に向けての講習会

ニュースポーツ研修会 未定 ニュースポーツ普及の研修会

3 中旬

適宜

理事会後

2 17 土 諏訪小学校

9
中旬

下旬

12 中旬

27 土 南体育会館

中旬

未定

＜研修会・講習会＞

5

未定

＜協議会事業計画＞

6

9

1

未定

未定

7

5

6
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