スポーツ推進委員は区民の皆さんが日常的な運動やスポー
ツの機会を気軽に持てるように、場のコーディネートを行ったり
依頼を受けて運動系の行事・イベント運営やその補助をして
います。

区民
学校
団体

依頼
協力
願い

運動系行事

烏山地域

砧地域

？ 推進委員とは何ですか ？

●該当まちづくりセンター
船橋、砧、祖師谷、成城、喜多見

●該当まちづくりセンター
上北沢、上祖師谷、烏山

●活動スポーツクラブ、スポーツひろば
●活動スポーツクラブ、スポーツひろば

ｲﾍﾞﾝﾄ実施運営
コーディネート

運動をしたい・探している

情報提供

○めいせいひろば
・場所… 明正小学校
・実施… 月２回程度
・内容… ニュースポーツ、
バスケ、その他

○山野スポレク事業

？推進委員は何ができますか？
下記が推進委員の主となり、窓口となって出来ることです。

●地域イベント運営協力

●講師や指導者への連絡調整

＜遊び場開放イベント協力＞
・塚戸小、遊び場開放委員主催イベント
…かけっこひろば、ニュースポーツ教室、キンボール
・砧小、遊び場開放イベント「ニュースポーツで遊ぼう」
…ティーボール、スポーツ鬼ごっこ、キンボールなど
…サマースクール（ニュースポーツなど）

●運動系行事・イベント運営、補助
・２４６ハーフマラソン

・場所… 烏山中学校、八幡山小学校、給田小学校など
・実施… 週１回その他
・内容… シニア向け健康スポーツ教室

こんにちは
ｽﾎﾟｰﾂ推進委員です

マルチスポーツクラブ（女性限定）など全11種目

・場所… 山野小学校
・実施… 年４回程度
・内容… ニュースポーツ、
その他

●行うスポーツの道具貸出

（内容によっては推進委員自らが指導にあたることもございます）

○烏山スポーツクラブユニオン

・区民スポーツまつり
・アドベンチャーｉｎ多摩川

○スマイルスポーツフェスタ
・場所… 烏山中学校
・実施… 年１回 （１１月末頃）
・内容… 走り方教室
ソフトテニスクリニック他

○烏山新年子どもまつり
・場所… 烏山区民センター

など
（他にも、ご相談の上で年数回や不定期での協力が出来ます）

・実施… ２月１１日（祝）
・内容… インディアカビンゴ

●ニュースポーツの推進
（誰でも安易に楽しめて、適度な運動量とレクリエーション要素もあ
るスポーツも適宜行っています。）

・祖師谷小、遊び場開放イベント
…かけっこひろば

（主に「ドッヂビー」「キンボール」「スポーツ鬼ごっこ」など）

＜地域、まちづくりセンターイベント協力＞

？推進委員に連絡を取るには？

・砧まちづくりセンター … 親子でボールと遊ぼう！
・船橋まちづくりセンター、

●地域イベント運営協力
・八幡山小学校サマースクール スポーツチャンバラ
・武蔵丘小学校夏休み地域教室 ティーボール
・ニチジョクラブ
…日本女子体育大学が運営しているクラブです。
http://www.jwcpe.ac.jp/nichijoclub/

船橋地区身近なまちづくり推進協議会
「世田谷区スポーツ振興財団」までお問い合わせください。
世田谷区内を五つの地域に分けて、各地域の中に区から委嘱さ
れたスポーツ推進委員が数名ずつおりますので、お預かりした連絡
先へ該当地域のスポーツ推進委員から、数日中にご連絡させて頂
きます。

… 健康講座（体力測定）

・せたがやガーデニングフェア、ゲームコーナー

…ドッヂビーストラックアウト

●烏山地域の委員より

（お問い合わせ先､及び該当地域のスポーツ推進委員一覧は
裏面の「お問い合わせ先一覧」をご覧ください。）

世田谷区スポーツ
振興財団にお問合せ

お預かりしたご連絡先へ
スポーツ推進委員から
ご連絡いたします

個人情報の取り扱いについて
※お預かりしました個人情報（氏名、住所、連絡先等）につきましては、適切
な管理に努めるとともに、ご連絡以外の用途に使用をする事はございません。

●砧地域の委員より
砧地域では、地域や学校・遊び場開放から依頼を受け
たイベントへ協力をしています。内容として「 スポーツひ
ろば 」では、「ニュースポーツ」を中心としており、毎回多
くの参加があります。 ゆくゆくは砧地域初の総合型クラ
ブを設立する予定です。これからも地域の方々からの希
望や依頼を受けて企画や運営を行っていきますのでよろ
しくお願いします！

私たち烏山地域の委員は、日々の活動基盤を「烏山ス
ポーツユニオン」に置いています。ユニオンは子どもから
お年寄りまで多くの方々が色々な種目のスポーツを気軽
に楽しめる環境作りを目的としています。
委員もユニオンの趣旨に合わせて、各々幅広い種目のス
ポーツ教室・クラブなどを運営しています。
地域の一大イベントである新年子どもまつりでは、楽しく
からだを動かすコーナーを担当しています。
日頃、体力不足を感じている方々、スポーツで心も体も
生き生きとよみがえらせてみませんか？

世田谷区
スポーツ推進委員協議会

平成２８年度版

● スポーツ振興財団

3417-2811
世田谷区大蔵4-6-1
● スポーツ推進委員一覧
● 世田谷地域

北沢地域

世田谷地域

お問合せ先一覧

●該当まちづくりセンター

●該当まちづくりセンター

池尻、若林、上町、下馬、上馬、太子堂、経堂

梅丘、代沢、新代田、松原、松沢、北沢

●該当まちづくりセンター
奥沢、九品仏、上野毛、深沢、等々力、用賀

●活動スポーツクラブ、スポーツひろば

●活動スポーツクラブ、スポーツひろば

●活動スポーツクラブ、スポーツひろば

○こまざわスポーツ
○若林クラブ
・文化クラブ http://wakabayashiclub.tokyo/

○しろやま倶楽部

○東深沢スポーツ
○ようが
文化クラブ
コミュニティークラブ

http://s-kscc.com/

・場所… 若林小学校
世田谷中学校など

http://shiroyama-club.org/
・場所… 城山小学校、世田谷中学校

・場所… 東深沢中学校など

・場所… 用賀中学校

・内容… 健康体操・卓球・ヨガ等の運動系と、

・内容… 毎年11月開催の

・内容… 毎年11月開催の

・場所… 駒沢小学校
・実施… １１月

・実施… 9月

お花・英語等の文化系、合わせて

・内容… フェスティバル開催

・内容… フェスティバル協力

１８のクラブが活動しています。

○健康ウェンズディ
（代表）
（副代表）
浜谷 佳彦
杉村
石井 譲二
今井
巽 美紀

玉川地域

池田 恵子
棚網 美子
雅子
安達 晶子
宏誌
飯島 めぐみ

・場所… 梅丘中学校体育館、温水プール

フェスティバルに協力

・場所… 尾山台小学校
・内容… キンボールなど

・内容… ショートテニスなど（毎月第１・３水曜日午後7時～9時）
水中ウォーキング教室（年３回）
生徒と地域の卓球交流大会（年１回）

イベントへの協力

○なかたま∞スクエア
・場所… 玉川小、中町小学校、

○梅の香ふれあいフェスタ

● 北沢地域 ●
（代表）
（副代表）
五十嵐 則子
高橋
中山 啓子
木下

フェスティバルに協力

○翠と渓のスポーツ・
文化クラブ

杉本 真
小田 憲子
重幸
廣川 哲
幸太
高森 一明

●地域イベント運営協力
・上馬青少年地区委員会主催地域交流大会
・若林小学校子どもまつり
・桜小学校さくらっ子体験教室
・太子堂コミュニティスイミング記録会
・太子堂マラソン大会
・池尻こどもマラソン大会

・場所… 梅丘中学校体育館

● 砧地域 ●
（代表） 長江 明子
（副代表） 飯田 栄一郎
中川 義英
松浦 陽子
馬場 雄一郎
和久井 直美
権田 一将
安藤 嘉茂
深井 秀樹
奥岡 美和子

● 烏山地域 ●
（代表） 木村 博之
（副代表） 土屋 由紀
椎谷 和子
久我 明弘
青木 昭文
小野寺 典子

・内容… ショートテニス､ドッヂビー、

・実施… 年１回（2月）
・内容… 舞台発表（和太鼓、ダンス
太極拳）

昔あそび、ヨガなど

○せたっち広場

ボッチャ大会

・場所… 瀬田小学校

スポーツ体験など

・実施… 5/22、6/19、9/11、10/9
12/4、1/22、2/26
・内容… スラックライン、卓球、

● 玉川地域 ●
（代表） 三原 和也
（副代表） 櫻井 和代
片瀬 美智子
岩下 敦
飯沼 澄子
高田 寿子
山本 恭平
向坊 理恵
雨森 千恵子
齋藤 歓和
佐藤 真
澤井 真

玉川中学校
・実施… 第３日曜日

ショートテニスなど

○やはすぽ広場

●地域イベント運営協力
・下馬地区小学生ドッジボール大会
・世田谷区社会福祉協議会老人週間体力測定
・小学校ワークショップ、チャレンジスクール協力
（ニュースポーツ体験等）

・新代田まちづくりセンター「歩こう会」
・各小学校、中学校「ニュースポーツ体験」

・場所…

八幡小学校

・実施…

5/29、11/13、2/12

・内容…

スポーツちゃんばら
ターゲットバードゴルフなど

○二子ニコひろば
・場所… 二子玉川小学校
・実施… 6/5、9/25、2/5
・内容… ショートテニス、卓球、輪投げ
大縄、ダブルダッチなど

●地域イベント運営協力
●世田谷地域の委員より

●北沢地域の委員より

世田谷地域では｢こまざわスポーツ･文化クラブ｣｢若
林クラブ｣をはじめ、太子堂マラソン大会､池尻こどもマ
ラソン大会、太子堂コミュニティスイミング、老人会館等
の施設における地域のスポーツイベント協力を行ってい
ます｡また､誰にでも簡単に取り組めるニュースポーツの
普及としてキンボール､ドッヂビー､スポーツチャンバラ体
験会を近隣の小学校やスポーツ教室などで行ってきまし
た｡今後もよりたくさんの地域･学校で普及を進めていく
予定です｡
ご要望ありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

北沢地域では「健康ウェンズディ」や「しろやま倶楽部」
などの運営協力・支援を通じて地域の皆さんのスポー
ツ・レクリエーション活動や健康づくりの応援をしていま
す。
また、毎年多くの地域活動団体が「梅の香ふれあいフェ
スタ」で舞台発表を通じてフェスタの目的である「ふれあ
いの輪」を広め深める場にもなっています。
「活動に参加したい」「地域の人たちと交流を深めたい」。
そういった希望をお持ちの方は是非、委員へご連絡くだ
さい。

・各小中学校で行われるスポーツイベント
・ラジオ体操、歩行会、新春マラソンなど

●玉川地域の委員より
東から西へ、広い地域を持つ玉川地域には３つの総合
型スポーツクラブと、４つのひろばが活動をしています。
それぞれに特色があり、そこでしか体験できない活動も
あるので、どのクラブ・ひろばも毎回多くの参加者であふ
れています。
お気軽に運動やスポーツを楽しみにいらしてください！

