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かながわフェスティバル 

開催日決定!! 
1 年に1 度のかながわクラブ最大のイ

ベント｢かながわフェスティバル｣。 

今年度の日程が決定しましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

クラブ員の皆さん！今からしっかりと

予定に入れておいてください。クラブの

仲間たちとサッカーを楽しみながら盛り

上がりましょう！ 

期 日 3 月 21 日(水/祝) 

時 間 8:30-12:00 

会 場 しんよこフットボールパーク 

内 容 
全クラブ員混合 
ハーフコートゲーム大会 

対 象 全クラブ員 

参 加 

申込み 

事前にチーム分けをするた

め、申込み制とさせていただ

きます。 
※｢参加申込書｣は近日中に

配布いたします。 

申込み 

締切日 
3 月 5 日(月) 

 
 
新年度の登録更新に 

ついて 
かながわクラブでは、毎年、クラブ員

であることを「クラブへの登録」というか

たちで表し、年度ごとに更新の手続きを

とっていただいております。 

今年度は 2 月 3 日（土）より「かなが

わクラブ登録申込書」をクラブ員の皆様

に配布いたしますので、必ず担当コー

チから受けとるようにしてください。 

そして、新年度も「かながわクラブ」で

の活動を希望される方は、必要事項を

ご記入の上、3 月 11 日（日）までに各

担当コーチまで提出してください。 

事務局での準備等がありますので、

期日厳守でお願いいたします。 

また、新年度からは活動に参加する

意思のない方は、同日までに「退部届」

をご提出下さい。 

 
【ご注意】 

①転勤等でどちらか分からない場合、と

りあえず「登録申込書」を提出し、クラ

ブへの要望事項欄にその旨ご記入

下さい。 

②最近入部された方には大変ご面倒と

は存じますが、新年度用の登録申込

書を再度ご提出下さい。 

 

大会・公式戦結果 

Youth 

【県 U-17 リーグ】 

vs 横浜平沼高   1-1△ 

Junior Youth 

【クラブトータルリーグ】 

vsFC 緑    1-1△ 

小 6 

【県少年選手権大会(第 3 ブロック)】 

▼準決勝 

vs 荻野 SC  0-3● 

【クラブトータルリーグ】 

vs 緑 FC   3-1○ 

小 5 

【横浜市長杯】 

▼1 回戦 

vsJ SPORTS FC  0-2● 

Papas O-40 

【市シニアマスターズ】 

vs 神奈川 JR  0-3● 

 

今、グラウンドでは･･･ 

Top 

【新体制スタート】 

Top チームは 1 月 21 日(日)からキャ

プテンが交代し、眞弓一弥(20)新キャプ

テンの下 4 月に開幕する県リーグへ向

けて新たなスタートを切りました。 

リーグ開幕までにはあと 2 ヵ月半ほど

ありますが、その間、｢天皇杯県予選出
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場権｣および｢全国社会人選手権関東

予選出場権｣をかけた｢県社会人選手

権｣、｢横浜市民大会決勝戦｣、｢横浜市

リーグ(1 部)｣と何れも勝負のかかった大

事な試合が続きます。まずは、2 月 18

日(日)の｢県社会人選手権｣からスター

トです。1 試合 1 試合を大切に、結果に

こだわりながら戦い、良い形でリーグ開

幕戦を迎えられるようしっかりと準備をし

て臨みたいところです。(二木 昭) 

ここで新キャプテン･副キャプテンを

紹介します。 

 ★キャプテン 

眞
ま

弓
ゆみ

 一
かず

弥
や

 

No.27 

DF 

1986.06.10 

 ★副キャプテン 

萩生田
は ぎ う だ

 浩
こ う

平
へい

 

No.36 

MF 

1985.06.14 

 ★副キャプテン 

佐藤
さ と う

 正和
ま さ か ず

 

No.2 

DF 

1976.12.24 

 
Youth 

県 U-17 リーグが終了しました。今年

も３部リーグでしたが、実力的には 2 部

への昇格を狙えるレベルと思っていまし

た。実際にどこと戦っても個々の能力の

高さで相手を圧倒する場面が多く、厳

しい試合は少なかったはずです。しかし、

楽に勝てる相手にまさかの敗退を喫し、

そこからすっきり勝てません。最終的に

は唯一敗退した横浜清風高校に昇格

トーナメント出場権を与えてしまい、悔し

い結果で終わりました。 

ラストパスの精度の低さ、決定力のな

さ･･･。それに尽きます。厳しいプレッ

シャーのかかる中でそれらを正確に行う

というのは、単なる技術の問題だけでは

ないだけに、時間をかけながらじっくり

取り組んでいこうと思います。 

（内田 佳彦） 

Junior Youth 

【 J-VILLAGE ニ ュー イ ヤ ー サ ッ

カーフェスティバル】 

体調不良のため 1 人参加できない選

手がいたことは残念でしたが、今年も 2

泊 3 日で参加してきました。 

不運にも、大雨と暴風で大荒れの天

候となり、非常に不安を感じましたが、

そこはさすが｢J-VILLAGE｣です。3 日

間、試合は予定どおり行うことができま

した。 

初日こそ大雨で天然芝のピッチは水

を含みボールが転がりづらくなりはしま

したが、雨の上がった 2 日目以降は前

日の雨を感じさせないほどのピッチ状

態に驚かされるばかりでした。 

さて、選手たちの 1 日の生活はという

と、｢起床-朝 食-サッカー-昼食- サッ

カー-夕食-サッカー-就寝｣といったス

ケジュール。基本的に｢サッカー･食う･

寝る｣だけの生活で、まさにサッカー漬

けです。合間に入浴、洗濯、ミーティン

グを行うだけで、あとは本当に上記のと

おりで、夜も 21:00～22:00 頃まで屋根

付の人工芝グラウンドでひたすらボー

ルを蹴っていました。 

選手たちにとって、｢J-VILLAGE｣を

満喫した 3 日間だったと言えるでしょう。 

 (二木 昭) 

小 5･6 

【生活習慣を見直そう】 

 先日こんなことがありました。いつもは

元気な○○くん、普段のゲームでは必

死にボールを追いかけるのに、この日

は覇気がないというか明らかに調子が

悪そうです。結局いつものプレーが出る

ことなく、そのままゲーム終了。原因を

探るため帰り支度をしている彼に近づき

それとなく聞いてみると、彼の口からと

んでもない一言が飛び出しました。「今

朝はごはんを食べて来なかったです」

「・・・」一瞬返す言葉を失ってしまいまし

た。「食べることは生きること、生きること

は食べること」少し大げさかもしれませ

んが、私は食事というのはそれだけ人

間の営みの中でも大切なことだと思いま

す。彼には、もちろんきつくお説教をし

ておきました。 

《パフォーマ ンス＝ 動機 付け（ モチ

ベーション）×トレーニング×栄養×休

養》このような式を見るまでもなく、運動

と食 事 と睡眠 のサイク ルを 体 の中 に

作っておくことは、スポーツ選手にとっ

て基本中の基本です。そういった当たり

前のことがきちんとできる選手を目指し

て、まずは簡単なことからはじめてみよ

う！ 

①しっかりごはんを食べましょう。 

②早寝・早起きをしましょう。（夜中にテ

レビゲームをしない） 

(鈴木 章弘) 

小 4 

【今月も、】 

相手を「抜く」、「かわす」と言ったこと

の重要性を強調して行こうと思います。 

また、状況に応じて、落ち着いてキープ

する。そしてその人に対してサポートを

する。といったとことも伝えていければと

思っています。 

【ちょっと変えて】 

今までは、今練習で何をしているか

などだけを書いてきましたが、「こんな月

があってもいいかな～？」と思い、今月

はちょっと志向を変えて僕が最近興味

を持っていることでも書いてみようと思

います。 

【二軸動作？】 

最近注目が集まっている、「二軸動

作」について書いてみようと思います。

はっきり言って、よいか悪いかはわかり

ませんが、とりあえず注目されているっ

てことで書いてみます。あっているか不

確かですので、興味のある方は専門家

が出している本をお読み下さい。二軸

動作とは、「2 本の軸を感じながら行う動

作」で、陸上の末續選手も取り入れてい

る走法だそうです。それに対して、現在

普通に私たちが行っている動作を、中

心軸動作といって「体の中心 に１本 の

軸を感じながら行う行動」だそうです。
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日本人は学校体育の場で、中心軸動

作を教え込まれるようで、中心軸動作は、

肩と腰の回転により、体に 1 本の軸を

作っています。普通に走っている時は、

おそらく中心軸動作をしています。それ

に対して、二軸動作は、以下の特徴を

持ちます。 

 ・着地した膝を下に押し込む 

 ・ベた足 (踏み込んでつま先を蹴り上

げない)で進む 

 ・足首で蹴らず、足の踏み替えで進む 

書いている僕も要領を得ていませんが

そういうことだそうです。 

正直、中心軸動作の方が、まっすぐ

走っている時のフォーム等は格好良い

でしょうが、サッカーの以下の点を考え

ると、二軸動作に向いているスポーツな

のではないかと…。 

 ・走りながら蹴る時は、軸が二つあっ

た方が動作が早い 

 ・シュートの瞬間、二軸動作だと、腰

がしっかり入った状態になる 

 ・相手との競い合いの時、二軸だと、

簡単に体勢を崩される事は無い 

で、具体的に、二軸動作で動くにはどう

すれば良いか？というと 

 ・あまり足を上げずにベタ足で、その

場で足踏みをします。 

 ・それに合わせ当然手も振ります。 

 ・右肩と左肩に二軸がある事を意識し、

その勢いのまま、前に進みます。 

これで、二軸動作による歩行が出来

ます。普通に歩くより、足の踏み替えが

早くなる事が分かると思います。要する

に 2 軸を感じることで体重移動をスムー

ズに行い、次の行動を連続して行うこと

が出来るといったものです。しかし、理

論は理論であって直ぐに出来たら苦労

しないでしょう。今回はこういった話もあ

るんだな～程度に思っていただけたら

幸いです。（これが全てにおいて運用で

きるとは限りませんのでご注意下さい。） 

(益子 伸孝) 

小 3 

【サッカーにおける子どもの意識

とは？】 

サッカーと初めて出会った子どもたち

の意識は、先ず①「自分とボール」とい

う関係の中で必死になって、本能の赴

くままにボールを追いかけます。やがて、

そのボールを取りに来る（邪魔をしにく

る）相手が現れ、②「自分とボールと相

手」という関係の中でボールを奪われな

いようなプレーを覚えていきます。その

後、③「自分と味方（自分たち）とボー

ルと相手」という関係の中で、相手のグ

ループに対して味方のグループとして

協力してプレーすることを学びます。最

終的には、④「チームの中での自分の

存在（チームの一員としての自分）」と

いうことに気がつき、チームとして相手

チームに勝つためには自分が何をすべ

きかが分かってきます。 

もちろん子どもたちの成熟度には個

人差がありますので、一概には言えま

せんが、3 年生までの子どもたちの意識

レベルは②程度までが圧倒的です。で

すから、この時期までに徹底的に個人

の技術の習得及び向上が求められるの

は、脳や神経系の発達からしても当然

のことと言えるでしょう。チームの勝利よ

りも個々の技術の習得及び向上が何よ

りも優先されなければならない時期なの

です。更に、4 年生の終わりぐらいまで

には③のレベル程度には達し、5・6 年

生ではチームとしての目標を理解し、そ

の目標達成のためにどのようなプレー

が自分には期待されているのかを意識

しながら試合に臨んでほしいものです。 

【実戦の中で技術練習を！】 

さて、現在の 3 年生に関して言うと、

②と③のレベルが半々といった状態で

す。つまり、サッカーに関しては割りと早

熟な子どもが多いように思われます。た

だ、前回も述べましたように、意識（脳の

働き）は③レベルでも、もっともっと個人

の技術の向上に努力をしなければなら

ない（②のレベルを通過するのにあまり

時間がかからなかった）子どもたちもい

ます。ですから指導者の意識としては、

焦らずにもう少し技術レベルのアップに

時間を割きたいところです。 

では、技術の習得にとって最も大切

なことは何でしょうか？それは技術とは

単独で身に付けるものではなく、常に広

い視野での状況把握及び周囲との連

携とともに身に付けなければならないと

いうことです。簡単に言うと、技術は実

戦（試合もしくはできるだけ試合に近い

状況）の中で習得すべきものであるとい

うことです。 

【なぜ 4 人対 4 人？】 

ところが、11 人対 11 人のゲームの中

ではどうしても一人がボールに触れる回

数に限界があります。しかも、実戦の中

で技術の習得を実現するためには一つ

一つの技術が繰り返し、そして数多く再

現されることが不可欠です。すなわち、

ボールに触れる回数の多いことが絶対

条件となるわけ です。22 人 で一つ の

ボールをシェアするゲーム形式よりも、

もっと少人数で一つのボールをシェア

するゲーム形式が望まれます。 

 その点からすると、4 人対 4 人より 1 人

対 1 人のほうが相応しいのかということ

になりますが、個人の技術は常に広い

視野の中での状況把握を伴って、身に

付けなければなりません。そのためには、

前後左右の方向性を持ったゲームであ

ることが重要となります。1 人対 1 人や 2

人対 2 人ですと技術練習としては最適

と言えるでしょうが、限られた視野での

プレーになってしまい、広い視野を身に

付けることに関しては効果的ではありま

せん。 

 3 人対 3 人になれば左右に若干視野

が広がることになり、4 人対 4 人になると

前後左右の方向性がプラスされ、より多

くの可能性（選択肢）の中でのプレー、

広い視野が要求されるプレーを身に付

けていくことになります。 

 5 人対 5 人、またはそれ以上になると

一人がボールに触れる回数が減るだけ

ではなく、前後左右のどこかのポジショ

ンで選手が重なる場合が多くなります。

そうなると個人の存在が希薄になり、攻

守 にお いて誰 かがサボっ ても 何 とか

なってしまうゲームになりがちです。常

に全員がゲームに参加している理想像

からは程遠いものになってしまいます。 
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 広い視野を身に付けるには、絶えず

首を振り状況を把握することと同時に、

周辺視野を開発する（周囲の情報を収

集）することが大切です。周辺視野など

神経系の機能改善となれば、できるだ

け早い年代からということは、科学的に

も十分に根拠を持つことです。 

【周 囲 と の 連 携 （味 方 と 協 力 し

て）】 

次に大切なことは周りとの連携という

ことになります。これに関しては意識の

レベルが③程度は必要とされますので、

まだ 3 年生にとっては難しい課題かもし

れません。しかし、チャレンジする要素

のない練習では、向上が望めないことも

事実です。ですから 4 人対 4 人の練習

を続けながら以下のような観点で子ども

たちを見守りたいと思います。 

4 人対 4 人のミニゲーム場合、ボール

を持 って いる選 手はもち ろんのこと、

ボールを持っていない選手もゲームの

中でサポート、カバーリング、突破の動

き（ボールを持たずに前方や対角線上

に動く）など、常にプレーにかかわり続

けることが重要です。一例を挙げれば、

ボールを持っている選手がパスを出す

相手は一人になりますが、その他の二

人の味方の選手は何をすればよいので

しょうか？パスが出される前にパスの受

け手の左右にスペースを見つけてそこ

へ移動することが考えられます。あるい

はパスをカットされた場合のことを考え

て、ボールを持っている選手のカバー

に入る動きも考えられます。 

このように先を読んで動く（難しい言

葉では第 3 の動きなどとも言いますが）

ことがサッカー選手にとっては大切な要

素になります。ぜひ 4 人対 4 人のミニ

ゲームの中 で（ 遊び の要 素の多い中

で）しっかりと身に付けてほしいもので

す。(佐藤 敏明) 

 

小 2 
年が明けてからの練習では 1 対 1 をメ

インで行っています。ドリブルで仕掛け

ていって相手を抜き去るという感覚はと

ても気持ちがいいものであると同時にそ

の感覚を大事にしなければならないと

思います。1 対 1 はリフティングなどの一

人でもできる練習とは違い対人形式の

練習となるので、さまざまな相手と対戦

する中で「こいつには負けたくない！」と

か「こいつに勝ってみたい！」などの闘

争心も芽生えてきます。最近では勇敢

にもコーチに戦いを挑んでくる子も増え

てきました。 

相手を抜き去るための技術としてフェ

イントの練習も平行して行っています。1

対 1 の場面で相手に向かってドリブルし

ていくときに、相手がやさしくて簡単に

道を開けてくれるということはほとんどあ

りません。相手も必死にボールを奪おう

と食らいついてくるはずです。そこで相

手の「逆をとる」ことが必要となってきま

す。右に行くぞと見せかけて左にいくと

いったフェイントが有効となります。フェ

イントもやはりたくさん繰り返し練習して

いくことによって試合の中でつかえるよ

うになってきます。子供たちに自分の得

意なフェイントをつかって相手をかわし

て突破する喜びを感じてほしいと思いま

す。(井岡 靖貴) 

 
幼児･小 1 

【冬？】 

ワカサギ氷穴釣りは群馬県榛名湖の

冬の風物詩ですが、今年は湖が凍らず、

全く釣りが出来ないそうです。なんだか

寂しく、ちょっと恐ろしい話しですよね。

朝練習にいっても、霜柱がはっている

事も少ないし、なんだかほんとにあった

かくなったもんです。このまま沖縄的気

候になってしまうのかしらん。 

そんな事はさておき、サッカーですが、

先月の練習で、ちょっと技術的な練習

を入れてみたところ、やっぱり飽きられ

ちゃいま した。 実際 ドリブル とかの練

習って相当工夫しないと詰まんないの

ですよね。でも工夫しすぎるとコーンを

並べたり時間かかっちゃう。何か良い方

法ないかなあと思案しながら、過ごして

いる今日この頃です。(川島 浩司) 

 

Papas 

【Papas Spec ial Day】 

 2 月から 3 月にかけて、Papas Special  

Day が続きます。すばらしいコンディショ

ンのピッチをご堪能ください。なお、参

加に当たっては、対象者の制限や事前

の出欠確認など、いくつか制限がござ

いますので、以下をご参照いただくとと

もに、不明な点は中山までお尋ねくださ

い。 

①2 月 3 日(土)11:30～ 

平塚市馬入ふれあい公園サッカー場

(天然芝) 

 対象：Papas 全員 

 形式：青白戦（ビブス持参） 

②2 月 4 日(日) 18:00～  

浦島丘中学校 

対象：個人持ちユニフォーム保持者（青

白持参） 

形式：練習試合（vsFC 旭 40’s） 

※車での来場不可（多人数での乗合の

み可） 

※朝の港北小の活動はありません。 

③2 月 18 日(日)18:00～  

その他は②と同じ（対戦相手未定） 

④他にも現在企画中のプランあり。 

【シニアリーグ専属審判員更新研

修会及び新規取得講習会】 

表記研修会講習会の下記のとおり日

程が決まりました。欠席した場合でも教

本代等 1,000 円が徴収されますのでご

留意願います。 

＜更新研修会＞ 

2 月 17 日(土)Comp 5 名(青木 寺田 瀬

長 畑 稲垣) 

2 月 24 日(土)Rec 6 名(宗像 大野木 

坂井 岩田 菅野 太田 平澤) 

＜新規講習会＞ 

3 月 17 日(土)Comp 1 名(篠原) 

3 月 10 日(土)Rec 1 名(根本) 

【各回共通】 

◆会場/県立体育センター第１会議室 

◆受付時刻/17:30～18:00 

◆講義/18:00～20:30 

◆持ち物/ 専属 審判 員証 教本( サッ

カーレフリーズ) 筆記具  
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【お詫び】 

 Papas マネジャー茅野は、試合（クラブ

外）で右足首を骨折したため、短くても

3 月いっぱいは現場での活動ができま

せん。年度の更新登録の時季でもあり、

皆様には何かとご迷惑をおかけします

が、濱野、中山を中心に滞りなく Papas

の活動を進めて行きたいと考えておりま

すので、ご容赦願います。 

 家族があり仕事があっての壮年サッ

カーだと呼びかけている当の本人が、

大怪我をしてしまい、内心忸怩たる思

いをしております（しかも 4 回目！）。改

めて怪我のないサッカーをしなければ

いけないと痛感（文字どおり！）した次

第です。老化や先天性など避けられな

い要因もありますが、トレーニングやスト

レッチ、試合に対する気構えなどで避

けられる傷害や疾病もあります。皆さん

も十分留意して怪我や病気のない壮年

サッカーを楽しみましょう。（茅野 英一） 

 

Mistral 
40 歳を過ぎてサッカーを始めました。

きっかけは、小学生の息子のサッカー

を見て、”なぜシュートできないの？””

もっと走って！”と、怒ってばかりいる自

分に気付いたからです。親子関係の改

善のために、よし！これは、一度、自分

でサッカーをやってみようと思い立ち、

初心者の女性で出来るところを探し、ミ

ストラルにたどり着いたのです。チームメ

イトは、皆バリバリのサッカー経験者？と

緊張しましたが、学びあり、サポートあり、

笑いありで、女性としても、主婦としても、

サッカー選手としても、刺激を与えてく

ださる 方ば かり です。 もち ろん、内 田

コーチも浜野コーチも、(一応？)女性の

私たちには、優しいですし！（？）   

又、汗を 流した 後の家 事は、なぜか

（？）勢いづきます。サッカーを自分で

やってみると、J リーグ観戦が、もっと楽

しい！息子にも全く怒らなくなり、気持

ちよく応援できるようになりました。(息子

のほうが全然うまいことに気付いたから

です)  

しかし、私は今、主人の転勤で北九

州に住み、休部中です。ミストラルのよう

な充実したクラブがなかなか見つからず、

ただいま自主練中です。数年後に戻る

まで、皆さん待っていて下さいね！そし

てその時、ミストラルの部員が倍増して

いることを願っています。 

(二ツ矢 珂司美) 

ヨーガ 

このとこ ろの私は、 インドと聞く と「ピ

クッ」っと反応する感性のアンテナを張

り巡らせています。そのせいか、日本で

もインドが話題になることが増えている

ように思います。先日もテレビでインドの

経済についての番組がありました。なん

でも、中国をしのぐ勢いで経済成長中と

か。国民人口の約 5 割が20 代以下とい

うのも驚きです。でも、インドを訪れたと

きに感じた、あのパワーならばうなずけ

ます。そこで湧いてくるのが「一体、この

パワーはどこから来るのだろう？」という

素朴な疑問。それならば、と「インド哲

学」や「インド思想」などに触れたくなり

ました。どうせならばインド政府公認の

内容がいいだろう・・・などと手繰ってい

くと・・・あるではありませんか、日本に居

ながらにして学べる「インド」が。少し怪

しいけれど思い切って受講してみること

に。さてさて、どうなることやら。（わくわ

く）ますますインド色に染まっていきそう

です。ナマステ～。(伊藤 玲子) 

 

 

 

理事長の戯言
たわ ご と

 
最近「Google Earth」をちょくちょく利

用しています。これは、インターネットで

世界中の衛星写真を無料で見ることが

できるサイトです。地域によっては解像

度が低いため細部を見ることができな

いところもありますが、横浜周辺は人が

いることが判別できるほど詳細まで見る

ことができ、港北高校ではサッカーの試

合をしている選手の配置まで判別でき

ます。 

校舎の屋上に「港北小」と書 かれて

いるなんてことを、港北小学校を利用し

てかれこれ 25 年以上経って初めて知り

ました。校庭にはたぶん Papas の活動

で描かれたと思われる紅白戦用のライ

ンが、上空から眺めてみると案外上手

に引けています。そんなことに感動した

りしています。 

実はこれといって目的があって利用

し て

い る

わ け

で は

ありま

せ ん 。

な ん

となく

気 が

向 い

た 時

に 眺

め て

い る

の で

す が 、

子 供

の と

き に

遊 び

に

い っ

たことのある場所を訪ねたり、去年訪れ

たドイツのワールドカップ会場を探した

りしてみるとなかなか楽しいものです。 

でも、そうこうしているうちに、妙蓮寺

や白楽、大口周辺をじっと眺め、活動

に利用できそうな場所はないかと必死

に探している自分に気がつくのでした。 

そういえば昔、その目的で横浜の航

空写真集を買ったっけ･･･。 

（内田 佳彦） 

 
かながわクラブ ・クラブ員専用の 掲示板です。クラブからの 重

要なお知らせが 記載されま すので、ま めにチェックしてい ただ

けると早く 正確に情報が伝わりま す。 

http://8610.teacup.com/kanagawaclub/bbs 

 
 
 

☆携帯電話にメー リン グリストが配信されない場合の対処に

ついて☆ 

携帯電話にメーリン グリストが届かない場合「システム による配

信停止中」に なっ ている可能性がありま す。そう なると皆様ご

自身で 解除していただか なければなりま せん 。方法を 下記し

ま すのでご参考になさっ てく ださい。 
◆自分の メールアドレスを コピ ー→htt p://www.freeml.com /
に接続→「ユ ーザー登録」→メール アドレス 等の 必要事項を

記入→確認の メールが届く →記載の URL にアクセスして登録

完了→My Page に ログイン →「ML 管理はこちら（ML 管理ペー

ジへ）」→「配信の開始・停止の設定」 
◆「加入中」にも かかわらず届か ない場合、それぞれ の携帯

電話会社のメールサーバーには配信され ていま すので、ご自

身のメール 設定を 変更してみてく ださい。SPA M などのなりす

ま しメール とみなされ てしま い、携帯電話ま で配信され ない

ケースが多いよう です。 
ま た、ドメイン 指定受信を 設定していないかご確認下さい。 
◆尚、参加してい る ML を クリックしたのち「この ML の情報」か

ら「この ML から退会」することも 可能です。 
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