
平成２９年度第２回袖ケ浦市スポーツ推進委員定例会議録 
 

１ 開催日時  平成２９年６月１８日（日）１５時３０分 開会 

 

２ 開催場所  臨海スポーツセンター多目的室 

 

３ 出席委員 １７名（欠席：安土、鶴岡、小前） 

会 長 上村  篤 副会長 岡上 敦子 

副会長 鈴木 和義 委 員 田中 洋一 

委 員 田村  勲 委 員 宮﨑 祐二 

委 員 二本柳俊恵 委 員 天野 恵子 

委 員 若林 博之 委 員 良本ユリ子 

委 員 鈴木 洋子 委 員 福原 淳子 

委 員 柴﨑嘉一郎 委 員 小野美佐子 

委 員 山崎 善博 委 員 山下 まみ 

委 員 井下田正巳 委 員  

 

４ 事務局職員 ２名 

体育振興課長 林 健司 主幹 大久保治彦 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 傍聴人数 ０人 

 

６ 報告事項 

   事務局より以下の通り報告した。（大久保） 

 （１）第１回定例会議～本日までの活動 

（２）第１回スポーツ教室 

（３）関東スポーツ推進委員研究大会栃木大会 

（４）第２１回スポレク祭「グラウンドゴルフ及びソフトバレーの部」（反省） 

  【グランドゴルフ】 

   ・終了間際になり雨が降ってきたが、全員１２時頃に終了。 

 

・鈴木洋：本日の参加者は１６７名参加です。 

 

・鈴木洋：コース、ルール、進行に関する苦情は特にありませんでした。 

 

・田 中：９時の開会式は早過ぎないか。また、７時の役員集合も早過ぎないか。 

        （次年度案） 

     ７：３０ 役員集合 

         ８：２０ 受付 

         ９：００ 開会式 

         ９：３０ プレー開始 

    

・田 中：予め、途中降雨の場合の進行方法を実施要項に明記した方がいい。 

    

・鈴木洋：スコア用紙が雨に濡れたため、濡れても記入できるような対策をしたい。 



  【ソフトバレーボール】 

   ・二本柳：女子の順位決定の仕方でもめたので、リーグ戦の勝敗の決定方法を変え

た方がいい。         （次年度案） 

Ⅰ 勝ち試合数が多い 

Ⅱ 失セットが少ない 

Ⅲ 得失点差が多い 

Ⅳ 当該チームとの対戦結果による 

Ⅴ じゃんけん 

 

Ⅰ 勝ち試合数が多い 

Ⅱ 失セットが少ない 

Ⅲ 当該チームとの対戦結果による 

Ⅳ 得失点差が多い 

Ⅴ じゃんけん 

     

・福 原：決勝戦を隣同士で実施したことで、試合に集中しにくい環境だった。 

選手から決勝戦は両端のコートにしてほしい要望があった。 

↓ 

来年度、決勝戦のコートを真ん中のコートにするか両端のするかなど、 

検討事項である。 

 

・福 原：キャプテン以外の選手から抗議があった。 

↓ 

開会式でも抗議（質問）はキャプテンのみと注意したことで、昨年度よ 

り減少した。できるだけ抗議がされないようにしたい。 

 

・柴 﨑：役員集合が早かったのではないか。また、開始時刻を早くできるのではないか。 

（次年度案） 

市事務局  ８：００ 

役員集合  ８：３０ 

受  付  ９：００ 

開 会 式  ９：３０ 

開  始 １０：００ 

 

７ 議 事  議    長  上村  篤 会長 

書    記  良本ユリ子 山崎善博 

議事録署名人  鈴木 洋子 山下まみ 

 

＜議題１．当面の事業の詳細について＞ 

 

議 長：議題１の当面の事業の詳細についてですが、確認します。 

 

○青少年健全育成推進大会  ７月 １日（土）１３：００～ 平川公民館 
【参加者】 

上村会長  鈴木和副会長  柴﨑  井下田  山崎  若林 安土  鶴岡  良本  

小野  福原  小前 

 

○富津公園歩け歩け大会   ７月 ２日（日） ９：００～ 富津公園（出欠席の確認） 
【参加者】 

上村会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  田中  鶴岡  良本  宮﨑 

市バス 市役所発８：００   申込者で市バス利用予定者 現在３０名 

 

 



○第２回君津地区スポーツ推進連絡協議会委員役員会 ７月２日（日）（歩け歩け終了後）富津公園 
【参加者】 

（地区理事）上村会長  鈴木和副会長 田村  

事務局（課長） 

 

○学びと集い２０１７    ８月２６日（土）県総合スポーツセンター 
【参加者】 

上村会長  岡上副会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  田中  井下田 

山崎  安土  鶴岡 良本  小野  宮﨑  天野 

 

○袖ケ浦市体力測定会    ９月２４日（土）１０：００～ 平川公民館 
【参加者】 

上村会長  岡上副会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  鈴木洋  田中   

山崎  若林  安土 鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  二本柳  小前  山下  

 

○その他 

・千葉県スポーツ推進委員初任者研修会      ７月 ８日（土） 

参加者なし                  県総合スポーツセンター 

・第３回スポーツ推進委員定例会議        ９月２２日（金）１５：００～ 

袖ケ浦市役所旧館３階大会議室 

・辞令交付式・第４回スポーツ推進委員定例会議 １１月１４日（火）１４：００～ 

                        保健センター１階集団指導室 

 

議 長：ただいま、事務局から説明のあった議題１について、質問や意見ありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題１について、承認された。 

 

＜議題２：総合型地域スポーツクラブ活動状況について＞ 

 

議 長：議題２について事務局の説明を求めます。 

 

事務局：大久保  現在のクラブ活動状況についての報告及びそれぞれのスポーツ推進委 

員がどのような関わり方しているのか伺います。 

○名幸ヶ丘  会員数（約４１０名） 

田中委員 

・今年度から会長職に就いた。 

・自分が中心に運営しているので、それぞれに役割をばらそうと考えている。事務局長

に鶴岡一男さん、グランドゴルフ担当に福原淳子さん、広報担当に柴﨑芳嗣さん。 

・様々なクラブがあり、自前で行っているクラブもある。 

・クラブ独自では、７／８ グランドゴルフ大会、７／９ インディアカ大会、子供会 

のドッジボール大会の開催を予定している。 

柴﨑委員 

 ・指導者部会長。バドミントン担当で毎週土曜日に活動している。 

福原委員 

 ・グランドゴルフ担当になりました。 



○ＮＥＳＵＰＯ 会員数（１５９名） 
田村委員 

 ・今年度も副会長、グランドゴルフ担当である。 

・今年度、山本好美会長から関谷佳久会長に交代した。 

・日時は未定だが、子供会を巻き込み、ドッジボール大会を開催したい。 

・運営委員会が、  ６／２５（日）１９：００～ 

・のぞみ野まつりが、８／１９（土）１８：００～に開催予定である。 

宮﨑委員 

 ・指導部会のグランドゴルフ担当である。 

 ・昨年度から、クラブマネージャー指導研修会に参加している。今年度も指導研修会に

参加し、資格を取得したい。 

小野美委員 

 ・関谷会長になり、今年度から、運営委員会等出席をしてみようと考えている。 

・インディアカの活動を広げていきたい。 

○ＮＡＧＡＸ  会員数（約２９０名） 

鈴木和委員 

 ・小学生の会員数が減少している。 

・スポレク振興部長である。 

 ・体験会やフェスタの催しものには参加している。 

岡上委員 

 ・総務部会、ソフトバレーボール代表代理、スポレク祭理事をしている。 

 ・全部のイベントに参加できている。 

山崎委員 

 ・総務部会、会計担当、囲碁・将棋担当。 

 ・二大行事のふれあいスポーツフェスタ、公民館まつりにしっかり出ている。 

 ・ウォーキングフェスタ実行委員 

良本委員 

 ・総務部会、運営委員会に所属。バドミントン・ソフトバレーボール担当。クラブの活

動の積極的に携わっている。 

鈴木洋委員 

 ・総務部会、事務局長バドミントン担当リーダーを務めている。クラブの活動の積極的 

に関わっている。 

○中富ふれすぽ  会員数（１５２名） 
 

若林委員 

・スポレク振興部に所属し、全部の行事に参加し、クラブ活動に貢献している。 

天野委員 

・月一で定例会を開いている。 

・スポレク振興部に所属し、全部の行事に参加し、クラブ活動に貢献している。 

井下田委員 

・スポレク振興部に所属し、全部の行事に参加し、クラブ活動に貢献している。 

○昭和ふらっと  会員数（２０４名） 

上村委員 

・副会長を務めている。 

・水中ウォーキングとラジオ体操の担当をし、クラブ活動に貢献している。 

・会員数は微増である。 

・ユニバーサルホッケーの市外大会に参加している。 



・いつものことだが、会場があれば会員がもっと増えるだろうと考えている。 

二本柳委員 

・副会長を務めている。 

・ミニバスケットボールとインディアカの担当をし、クラブ活動に貢献している。 

・定例会議にしっかり参加している。 

山下委員 

・理事を務めている。 

・先月に、同世代数名を誘って、バドミントンクラブを立ち上げた。 

 

議 長：今の内容について、質問や意見はありますか。 

 

＜質疑なし＞ 

 

議題２について、承認された。 

 

議 長：議題３その他について事務局より何かありますか。 

 

事務局：ありません。 

 

８ 連 絡 

 体育振興課 林課長 

・日頃の定例活動はもとより、本日のスポレク祭に御尽力いただきありが

とうございます。今年の１１月にスポーツ推進委員の改選があります。

改選前に、まずは、皆様の来期への御意志を確認したいと思います。万

が一、欠員になれば、その欠員が出た地区の推進委員の公募をします。

公募する関係で、この後、確認します。来期もやる気がある方はぜひ継

続していただき、袖ケ浦市のスポーツ推進のためにご尽力いただければ

と思います。山下さんのようにバトミントンクラブを立ち上げたことは、

とても素晴らしいことです。これからもそれぞれの方々がクラブに積極

的に参加し、スポーツ推進委員の立場から発信、働きかけをしてくださ

い。そして、総合型地域スポーツクラブの活動が更に活発化するように

がんばってほしいと思います。 

 

事務局より以下のことを連絡した。（大久保） 

 

（１）第４期スポーツ推進委員の委嘱について 

（２）第３回もばらタッチバレーボールについて   （７月 ２日（日）） 

（３）ヒューマンエラー研修会について       （７月１５日（土）） 

（４）第４回千葉県スポーツ推進委員交流大会について（８月１９日（土）） 

（５）連絡手段について 

（６）その他 



平成２９年度    第２回スポーツ推進委員会議 
 

                                          平成２９年６月１８日（日） 

                                    午後３時００分より 

                                    臨海スポーツセンター多目的室 

 

【次   第】 
                        （進行）鈴木和義 副会長  

  

１．開会のことば                                 （岡上敦子 副会長） 

 

２．あいさつ 

（１）袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会 上村 篤 会長 

（２）袖ケ浦市教育委員会体育振興課  林 健司 課長 

 

３．報告事項 

 （１）第１回定例会議～本日までの活動報告について     （事務局） 

（２）第１回スポーツ教室について             （ 〃 ） 

（３）関東スポーツ推進委員研究大会栃木大会について    （ 〃 ） 

（４）第２１回スポレク祭「グラウンドゴルフ及びソフトバレーの部」について（反省） 

   ・グラウンドゴルフの部・・・・田村 勲 委員 

   ・ソフトバレーボールの部・・・柴﨑嘉一郎委員 

 

（議 長：           ） 

（記 録：           ） 

（署名人：           ） 

４．議題 

（１）当面の事業の詳細について              （事務局） 

（２）総合型クラブ活性化事業について 

・各地区クラブより ※情報交換含 

（３）その他 

 

５．連絡                          （事務局） 

 （１）第４期スポーツ推進委員の委嘱について 

（２）第３回もばらタッチバレーボールについて   （７月 ２日（日）） 

 （３）ヒューマンエラー研修会について       （７月１５日（土）） 

 （４）第４回千葉県スポーツ推進委員交流大会について（８月１９日（土）） 

 （５）連絡手段について 

 （６）その他 

 

６．閉会のことば                  （岡上敦子 副会長） 



報告事項 ＊敬称略 

報告１ 
（１）第１回定例会義～本日までの活動報告 

①第１回定例会議 ４月７日（金）１５：００～ 
【参加者】（１９名）  

上村会長 岡上副会長 鈴木和副会長 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 山崎 若林 安土 

鶴岡 良本 小野 宮﨑 天野 福原 二本柳 井下田 小前 

事務局（課長 大久保） 

 

②君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会 ４月１４日(金) 富津市「かん七」１５：３０～ 

【参加者】（４名）  

上村会長 岡上副会長 鈴木和副会長 田村 事務局（林課長、大久保） 

 

③君津地区スポーツ推進委員総会、実技研修会 ５月７日（日）富津市総合社会体育館１４：００～ 
【参加者】（１７名）  

上村会長 岡上副会長 鈴木和副会長 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 山崎 安土 鶴岡 

二本柳 良本 宮﨑 天野 福原 井下田 山下 

事務局（林課長 大久保） 

 

④第１回スポーツ教室 

６／３（土） 臨海スポーツセンター 体育館 ９：００～ 
【参加者】（１６名）  

上村会長 岡上副会長 鈴木和副会長 田村 柴﨑 鈴木洋 田中 山崎 鶴岡 良本 

宮﨑 天野 福原 井下田 山下 小野 

事務局（林課長 山中 首藤 桐谷 大久保） 

 

⑤関東スポーツ推進委員研究大会 ６月９日（金）１０日（土） 

研究大会：栃木県総合文化センター 千葉県祝賀会：ホテルニューイタヤ（宇都宮） 
【参加者】（８名）受賞者  上村会長  

上村会長  岡上副会長  田村  田中 柴﨑 良本 鶴岡 福原 

事務局（林課長 大久保） 

 

⑥スポレク祭運営委員会 ６月５日（月）袖ケ浦市役所中会議室 １８：００～ 
【参加者】（６名）  
柴﨑委員長 上村会長 岡上副会長 二本柳 天野 福原 

事務局（林課長 大久保） 

 

⑦６月１８日（日）第２１回市スポレク祭 

グラウンドゴルフの部  ９：００～ 袖ケ浦市陸上競技場） 

ソフトバレーボールの部 １０：００～ 臨海スポーツセンター体育館） 
【参加者】（１８名）  

（ソ）上村会長 岡上副会長 鈴木和副会長 柴﨑 良本 小野 宮﨑 天野 福原 

二本柳 井下田 山下 山崎 若林 鶴岡 

（グ）田村 田中 鈴木洋  
事務局（課長  大久保  桐谷） 

 

 



報告２    平成２９年度 第１回スポーツ教室 
１ 開催日時  ６月３日（土）９：００～１２：００ 

２ 会  場  臨海スポーツセンター 

２ 講  師  門脇倭雄 氏（市原ボッチャクラブ） 

        林 隆之 氏（県障がい者スポーツ協会指導員） 

３ 受 講 者  ４９名 

４ 日  程  要項に沿って実施 （休憩時間が少なく閉講式の開始を１０分遅らせた） 

５ アンケート結果（２６名回収） 
   

   

 

 

 

 
６ 感想・今後の課題等 

・アンケートの結果より、今回の教室や内容について回答者（２６名）全員から「大変良かっ

た・良かった」という回答を得られ、有意義な内容であったと言える。 

・講師の方々の分かりやすい説明や体験しやすい内容により、参加者が「楽しい」と思える教

室となった。 

・障がい者スポーツを通して、障がい者の立場に立った考え方の共有など、他者理解をも深め

ることができた講習会となった。 

・スポーツ推進委員やレクリエーション協会の方が多く参加くださったことで、積極的な関わ

りがある講習会となり大変充実していた。 

・会場やコート作成、片付け、会の運営全般でスポーツ推進委員の方々が積極的に携わってい

ただき、スムーズに運営できた。 

・安全に怪我なく実施できたが、フライングディスクの遠投体験の際、ボッチャ会場に飛んで

きてしまい急遽ネットを張って対処した。事前に体験内容を確認し、ネットを張った状態で

体験ができるようにすべきであった。 

・休憩時間が少なかった。各体験を６０分とし、休憩を１０分とるなど、余裕をもった運営が

できるよう計画すべきであった。 

・音響について、ワイヤレスマイクが途切れてしまったり、ハウリングを起こしてしまう場面

があった。マイクを利用する場所を確認する必要がある。 

 ・参加者について、総合型クラブ会員や一般市民の方の参加が少なかった。今回、広報やチラ

シの配布など行ったが、さらに早い段階での広報活動を実施する必要がある。特に総合型ク

ラブ会員について、どのように参加を促していくか、検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

スポーツ教室はいかがでしたか

1 大変良かった

2 良かった

3 あまり良くな

かった

4 良くなかった 88%

12%

内容はいかがでしたか

1 大変良かった

2 良かった

3 あまり良くな

かった

4 良くなかった

感想（抜粋） 

・初めての競技だったが楽しかった。（多数） 

・非常に良い汗を流せた。 

・また参加したい。 

・障がい者の立場になって考えることもできた。 

・高齢者でも楽しめる。 

・内容はとても良かっただけに、参加者を増やしたい。 



報告３ 

平成２９年度関東スポーツ推進委員研究大会 栃木大会 
 
関東各都県スポーツ推進委員が一堂に集まり、当面するスポーツ諸問題について研究協議スポ

ーツ推進委員の資質向上と相互の情報交換を図った。また、関東スポーツ推進委員協議会功労者

表彰では、本市より上村篤委員が受賞した。 

本市スポーツ推進委員は、上村会長をはじめ８名が参加し、体育振興課より林課長、担当大久

保が参加した。 

 

【第１日目（６月９日（金）】 
○受付               １１：３０～ 

○アトラクション①         １２：３０～１３：００ 

演奏 栃木県警察音楽会＆カラーカード隊 

○開会式・表彰式          １３：００～１４：１５ 

１ 開会の言葉 

２ あいさつ 

（１）関東スポーツ推進協議会会長        秋山 幸男 氏 

    （２）公益社団法人全国スポーツ推進委員連合会長 齊藤斗志二 氏 

    （３）栃木県教育委員会教育長          宇田 貞夫 氏 

３ 歓迎の言葉            宇都宮市長 佐藤 栄一 氏 

４ 来賓紹介 

５ 主催者紹介 

６ 表彰 

関東スポーツ推進委員協議会功労者表彰（１１１名） 

本市より上村篤委員が受賞した。 

７ 謝辞                 栃木県スポーツ推進委員 

８ 次期開催県挨拶 

東京都スポーツ推進委員協議会会長       新島二三彦 氏 

９ 閉式の言葉 

 

○アトラクション②         １４：１５～１４：４５ 

  岩舟武蔵太鼓 

 

○基調講演             １４：４５～１６：１５ 

  演題：「人を創るスポーツ」 講師：セルジオ越後 氏 

 

【第２日目（６月１０日（土）】 
○受付                ９：００～ 
○分科会 

  ・第３分科会（実技研修）      ９：００～１２：００ 
    テーマ「ウォーキングによる健康実践」～宇都宮市大谷史跡巡りを通して～ 
    講師：原 裕美子 氏 
      （とちぎ未来大使・元マラソンランナー ＮＰＯ法人Ｇｌｉｃｉｎａ足利 副理事） 

 

 

 

 



 

報告４ 

第２１回スポーツレクリエーション祭について 
○グラウンドゴルフの部 
○成績について（総合型クラブ対抗戦） 
優勝            ４位 

 ２位            ５位 

 ３位 

○準備について 

（申込み方法、役割分担など） 

 

 

 

 

○当日の運営について 

（受付、大会進行、成績処理など） 

 

 

 

 

○その他（気づいたこと 

 

 

 

 

 

○ソフトバレーボールの部 
○成績について 
 一般女性の部 優勝         ２位         ３位 

   混合の部 優勝         ２位         ３位 

 

○準備について 

（申込み方法、役割分担など） 

 

 

 

 

○当日の運営について 

（受付、大会進行、成績処理など） 

 

 

 

 

○その他（気づいたこと） 

 

 

 

 

 



議題１ 当面の事業の詳細について 
 

○青少年健全育成推進大会  ７月 １日（土）１３：００～ 平川公民館 参加依頼 原則全員 

【参加者】  

上村会長  岡上副会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  

山崎  若林  安土 鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳  小前  山下 

※詳細は別紙Ｐ６参照 

 

○富津公園歩け歩け大会   ７月 ２日（日） ９：００～ 富津公園（出欠席の確認） 

【参加者】  

上村会長  岡上副会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  

山崎  若林  安土 鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳  小前  山下  

・詳細は別紙Ｐ７参照 

・出席確認→交通手段 市バス？自家用車？乗り合わせ？市バス 市役所発８：００ 

・申込者で市バス利用予定者 現在２７名 

 

○第２回君津地区スポーツ推進連絡協議会委員役員会 ７月２日（日）（歩け歩け終了後）富津公園 
【参加者】  

（地区理事）上村会長  岡上副会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  

事務局（課長、大久保） 

 

○学びと集い２０１７    ８月２６日（土）県総合スポーツセンター 
【参加者】  

上村会長  岡上副会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  

山崎  若林  安土 鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳  小前  山下  

 

○袖ケ浦市体力測定会    ９月２４日（土）１０：００～ 平川公民館 
【参加者】  

上村会長  岡上副会長  鈴木和副会長  田村  柴﨑  鈴木洋  田中  井下田  

山崎  若林  安土 鶴岡  良本  小野  宮﨑  天野  福原  二本柳  小前  山下  

＊詳細は別紙Ｐ８参照 

 

○千葉県スポーツ推進委員初任者研修会      ７月 ８日（土）  

参加者なし                  県総合スポーツセンター 

  

 

○第３回スポーツ推進委員定例会議        ９月２２日（金）１５：００～ 

袖ケ浦市役所旧館３階大会議室 

 

○辞令交付式・第４回スポーツ推進委員定例会議 １１月１４日（火）１４：００～ 

                        保健センター１階集団指導室 

 

 

 

 

 



 
平成２９年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大会実施要項 

 

１．趣旨 

次代の担い手である青少年の健全育成が、真にその成果を発揮するためには、地域における

住民の日常的な育成活動が活発に行われることが必要である。このため、青少年関係機関、団

体等の関係者をはじめ一般市民の参加を求めて、青少年健全育成推進大会を開催し、市民各層

の青少年育成運動に対する理解と自覚と積極的参加を促進しようとするものである。 

 

２．主催   青少年育成袖ケ浦市民会議／青少年健全育成推進大会実行委員会 

 

３．主管   袖ケ浦市教育委員会 

 

４．日時   平成２９年７月１日（土）１３時から 

 

５．会場   平川公民館体育室 

 

６．参加対象 

（１）関係委員、団体 

社会教育委員、自治連絡協議会、子ども会育成会連絡協議会、君津地区保護司会袖ケ浦支

部、スポーツ推進委員協議会、ガールスカウト千葉県第８７団育成会、校長会、サッカー

協会、レクリエーション協会、公民館運営審議会、青少年相談員連絡協議会、民生委員児

童委員協議会、社会福祉協議会、ボーイスカウト育成会、ＰＴＡ連絡協議会、少年野球連

盟、更生保護女性会、防犯指導員協議会、社会教育推進員、少年補導員、坂戸の森みどり

の会、ながうら青空の会、根っ子の会、中富ふれあいの会、名幸ヶ丘の会、その他の社会

教育関係団体 

 

（２）その他、本大会の趣旨に賛同する市民 

 

７．大会次第 

   受付                 １２：３０～１３：００ 

（１）開会式                １３：００～１３：４０ 

  ①開式の言葉 

  ②主催者あいさつ 

  ③袖ケ浦市青少年育成者感謝状贈呈 

  ④来賓祝辞 

  ⑤閉式の言葉 

（２）市民会議会員募集           １３：４０～１３：４５ 

（３）実践発表               １３：４５～１４：１０ 

   横田本郷祭囃子保存会 

（４）大会宣言 －袖ケ浦市子育ての提言－  １４：１０～１４：２０ 

（５）休憩・三学大学受付          １４：２０～１４：３０ 

（６）記念講演（第２回市民三学大学講座）  １４：３０～１５：４５ 

   演題  「子は育ち親も育つ」 

       ～楽しまなくっちゃもったいない～ 

講師  高野 優 

（７）閉会の言葉              １５：４５ 

 



平成２９年度 君津地区スポーツ・レクリエーション祭 

（富津公園歩け歩け大会） 

１．趣  旨 

いつでもどこでも手軽にできるスポーツの日常化を図り、君津地区民の生涯に通じたスポー

ツ・レクリエーション活動の振興に資するために本祭典を開催し、地域スポーツの普及・振興

に寄与する。 

２．主  催  君津地区スポーツ推進委員連絡協議会 

３．主  管  富津市スポーツ推進委員連絡協議会 

４．日  時  平成２９年７月２日（日） 受付 ８：３０～９：００ 

５．場  所  集合場所  富津公園ジャンボプール駐車場前広場 

コース   富津公園周辺 

６．大会役員  大 会 会 長 渡辺会長（君津地区会長） 

大会副会長 島田副会長   鶴岡副会長  上村副会長 

（木更津市会長）（富津市会長）（袖ケ浦市会長） 

競技委員長 荒井委員 （富津市副会長） 
同副委員長 鴇田委員   前川委員   川名委員   鈴木委員 

（木更津市副会長）（君津市副会長） （富津市副会長） （袖ケ浦市副会長） 

受付責任者 石井委員    須田委員   伊藤委員    岡上委員  
（木更津市）   （君津市）    （富津市）    （袖ケ浦市） 

競 技 委 員 君津地区スポーツ推進委員 

７．参加対象  君津地区に在住・在勤の方で、年齢は問わない。 

ただし、就学前の幼児については、保護者同行のこと。 

８．参 加 費  無 料 

９．大会内容  国定公園である富津公園内の散策（約５ｋｍ）及び自然観察を実施し、富津市

特産のスイカが食べられます。 

10．参加申し込み 各市教育委員会へ（当日現地受付可） 

11．当日雨天時の問い合わせ    

○６：３０富津市スポ推、事務局判定…各市事務局は、富津市へ問い合わせ 

・各市の参加者からの問い合わせは、各市で対応する。   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（案） 
体力年齢を知りたいと思いませんか？ 

 
簡単なテストで、自身の体力を確かめてみましょう！

お気軽にご参加ください！！ 

１ 主 催  袖ケ浦市教育委員会 

２ 日 時  平成２９年９月２４日（日） 
       午前１０時００分～（受付 ９時３０分～） 

                  終了予定１１時００分頃 

３ 会 場  平川公民館 

４ 対 象  (１)小学生以上～６４歳までの健康な男女 

       (２)６５歳～７９歳までの健康な男女 

        ※(１)と(２)では、測定種目が一部異なります。 

５ 測定種目  裏面のとおりです。 

６ 携行品  運動のできる服装 運動靴（上履き用） 

飲み物 タオル等 

７ その他  ・参加費は無料です。 

       ・事前申し込み不要。※当日受付のみ 

       ・怪我等については、保険の範囲内で対応いたします。 

（主催者側で保険に加入しています。） 

 

 

 



体力測定会 実施種目一覧 
※この測定会は、文部科学省の新体力テスト実施要項により実施します。 

（１）年齢・性別の得点数値により、段階的評価、体力年齢を測定します。 

（２）体調を考慮し、すべての種目を測定しなくても結構です。 

（３）プライバシー保護のため、個人の測定記録や個人が特定できるデータ等の公表は行いません。 

 

 

（１）小学校以上～６４歳対象 （２）６５歳～７９歳 

種 目 内 容 測定目的 種 目 内 容 測定目的 

握力 

握力計で左右２

回ずつ計測し、

左右の良い方の

記録の平均値を

測定する。 

・握りしめる力 

・筋肉の力強さ 

同左 

上体起こし 

仰向けで膝を曲

げ、補助者が脚を

固定した状態で

上体起こしを行

う。３０秒間の回

数を測定する。 

・腹筋の力 

・筋肉の 

持久力 
同左 

長座体前屈 

壁に背中を付け、

脚を伸ばして座

った姿勢から、前

屈して測定器を

前に押す。２回実

施し良い方の記

録を測定する。 

・体の柔らかさ 

同左 

反復横とび 

中央ラインから

左右１ｍにライ

ンを引き、反復

横跳びを行う。

２０秒間の回数

を測定する。 

・体をすみや 

かに動か 

す能力 

開眼 

片足立ち 

開眼片足立ちの

姿勢で静止する。

２回実施し良い

方の記録を測定

する。 

（最長１２０秒） 

体のバラン 

スを維持す 

る能力 

立ち幅跳び 

立ち幅跳び（助走

なし、両足踏み切

り）を２回行い、

良い方の記録を

測定する。 

・脚力・瞬発力 

・瞬間的に力 

強い力を 

出す能力 

１０ｍ 

障害物 

歩行 

 

１０ｍ間に６個の

障害物があるコー

スを歩く。２回実

施し、良い方の記

録を測定する。 

障害物につ 

まずかずに 

歩く能力 

２０ｍ 

シャトルラン 

電子音（初めは

スローで１分ご

とに短縮）に遅

れないように２

０ｍの距離を往

復する。遅れず

に折り返した回

数を測定する。 

・持久力 

・運動を長い 

時間続け 

られる能 

力 

６分間 

歩行 

６分間に歩いた

距離を測定する。 

比較的長い 

距離を歩く 

能力 



議題２      総合型クラブ活性化事業について 
「スポーツ推進委員として、各地区総合型地域ＳＣとの関わり方について」  

（各クラブ代表より状況を含む）  

○名幸ヶ丘  会員数（   名） 
 

田中委員 

 

 

柴﨑委員 

 

 

鶴岡委員 

 

 

福原委員 

 

 

○ＮＥＳＵＰＯ 会員数（   名） 
 

田村委員 

 

 

宮﨑委員 

 

 

小野美委員 

 

 

○ＮＡＧＡＸ  会員数（   名） 
 

鈴木和委員 

 

 

岡上委員 

 

 

山崎委員 

 

 



良本委員 

 

 

鈴木洋委員 

 

 

○中富ふれすぽ  会員数（   名） 
 

若林委員 

 

 

天野委員 

 

 

小前委員 

 

 

井下田委員 

 

 

○昭和ふらっと  会員数（   名） 
 

上村委員 

 

 
二本柳委員 

 

 

安土委員 

 

 

山下委員 

 

 

※次回、会議において「市の体育振興事業等に対するご意見等をいただきたく協議

いたします。」  

 

 

 

 

 

 






















