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☆Rec
【県シニアリーグ四十雀 4 部】

義援金送金のご報告
かながわクラブが実施している東北サッ
カー復興支援募金活動にご協力いただき
深く感謝申し上げます。皆さまからお寄せ
いただいた義援金は下記のとおり送金さ
せていただきましたので、ご報告いたしま
す。
送金日
5/17(火)
送金先

東北クラブユースサッカー連盟

送金額

173,537 円

vs 平塚

1-1△

vsJ クラブ

2-2△

☆O-40
【市シニアマスターズ】
vs 神工 OB

3-0○

【市シニア交歓試合】
vsJ クラブ

1-0○

http://www.tcyff.com/new/20110322gienkin.pdf

今、グラウンドでは･･･
Top

大会・公式戦結果

神奈川県社会人サッカーリーグ１部初

Top
【神奈川県社会人サッカーリーグ 1 部(KSL-1)】
▼第 1 節
vs 平塚 SC

0-4●

▼第 2 節
vs 六浦 FC

1-3●

Junior Youth

戦。５月 15 日に平塚 SC と対戦し、0-4
（0-1、0-3）で敗れました。続く第２戦は、５
月 22 日に六浦 FC と対戦し、1-3（1-1、
0-2）、先取点を取ったものの逆転負け。
連敗。
初戦は、５月号で「初戦までの TR で信
頼関係等の向上を図り、消極的な判断・集

【県 U-15 リーグ】

中力の欠如から生じるミスにより攻撃のリ

vs 湘南ルベント

1-1△

ズムを崩し失点することを改善したい。」と

小6

申し上げましたが、満足できるレベルには

【全日本少年サッカー大会県大会】

至りませんでした。
初戦から２戦目までの TR は、1ｈ。限ら

▼1 回戦
vs 山崎 SC

1-4●

れた時間でどこまで修正できるかが鍵でし
た。結果は、敗戦でしたが、初戦に比べ内

小4

容は攻守ともに意思の疎通を欠いたﾐｽが

【横浜春季少年サッカー大会】

減り、次に繋がる戦いが出来たと感じてい

☆A(青)チーム

ます。改めて、サッカーは 11 人の意志が
一つになって戦うゲームだと感じていま

vs 瀬谷 FC-A

0-1●

vs アローズ SC-B

1-2●

vs 万騎が原 SC

1-3●

vsTips-A

0-5●

常にボールを奪う姿勢を保ち戦うこと」が

vs 荏田南 SC

1-2●

できれば、攻撃面でも良いリズムを生み出

vsFC 都筑

2-1○
※7 チーム中第 7 位

☆S(白)チーム

す。
一昨年、昨年とチームが求める「選手の
姿勢」は変わっていません。「一人一人が

し得点に繋がるチャンスは増えます。新戦
力が加わり、選手の意識改革によるポジ
ション争い等、チームの活性化を図りまし
たが、ゲームに出る為に何が必要で何が

vs 小山台 SC-B

3-1○

vs フレンド SC-B

1-0○

Papas

１

不足しているのか、自覚できていない選
手も見受けられます。１対１の勝負で、玉
際で逃げるようでは戦える選手とは言えな
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■9/19（月・祭）法政二高 G 時間未定 ×逗葉高
いし、ゲームには出られません。
イナルは、今シーズンのリーガエスパ
また、ゲームの中で 50%以上勝つことが
出来なければ、機能しているとは言えず、

*1 位チームのみ K2 昇格決定戦に進出。

交代になります。チームの為に、攻守にわ
たり「ハード・ワーク」が出来ることも重要で
す。要するに、より以上できる選手がゲー
ムに出られることになります。

ニョーラとイングランドプレミアリーグをそ

■10/2（日）磯子高 G 9:00×磯子高

（内田 佳彦）

Junior Youth

れぞれ制したチームによる、とても楽しみ
な顔合わせとなりました。会場はイングラ
ンドのウェンブリースタジアム。サッカーで

選手・保護者総勢 55 名が参加した「保

の使用は、ナショナルチームによる国際

護者顔合わせ」を実施しました。ジュニア

試合や FA 主催のカップ戦等、年に数試

まだ始まったばかりです。チーム力を

ユースでは、学年の枠に関係なく 1～3 年

合し か許され て いませ ん 。マン チ ェ ス

アップし、「力を一つにしてポジティブに戦

生まとめて１つのチームとして捉えている

ター・ユナイテッドの選手たちには、きっと

う姿勢」を体現し、サポーターの皆様には

ので、これを機に選手・保護者間でコミュ

特別の思いがあったことでしょう。

「感動と共感」を得て頂けるよう、チーム一

ニケーションをとりながら、一体となって盛

丸となって戦います。ご声援よろしくお願
いいたします。 (田村 恵久男)

Youth
6 月以降、公式戦が目白押しです。人数
が尐しずつ増えてきましたが、選手層が
厚いわけでは決してありません。ましてや
暑い時期の日中を中心に、80 分～90 分
の試合です。日程調整に努力いただくとと
もに、体調管理には十分配慮してください。
また、公式戦ですので学校のテスト期間
は考慮されません。直前にあわてないよう
に、日頃からしっかり勉強をしておいてく
ださい。各大会の詳細は次のとおりです。
☆県クラブユースリーグ（2 部リーグ）
■6/11（土） MMSP 18:10×YSCC
■6/19（日） 馬入天然芝 16:10×フットワーククラブ
■7/10（日） 綾瀬スポーツ公園 15:00×綾瀬 FC
*その他の対戦相手：相模原 FC・OSA・FC 川崎栗の
木・ヴェルディ相模原 B
*12 月末までに全試合を行い、1 位チームは 1 部リーグ
に自動昇格、2 位チームは 1 部 5 位と入替戦。
*toto 助成金を活用し、全試合を天然芝又は人工芝で
実施。
☆KCY リーグ（関東クラブユースリーグ）1 次予選
■6/26（日） 谷本公園 19:05×大宮ソシオ FC（東京）
■7/23（土） 馬入人工芝 15:05×フットワーククラブ
その他の対戦相手：杉並アヤックス FC（東京）・東京ベ
イ FC（東京）・YSCC・日立 FC（茨城）
*8 月末までに全試合を行い、上位 2 チームが 2 次予選
進出。

☆県 U-18 リーグ（K3 リーグ）
■8/4（木）港北高 G 9:00×港北高

り上がっていけたら良いと思っています。
６月は、公式戦として、県 U-15 リーグ１

つないでギアチェンジの機会をうかがうバ

試合、県 U-13 リーグ２試合が予定されて

ルセロナ、それに対し奪ったボールを早

います(6/3 時点)。 (二木 昭)

めにトップの選手に入れて、効率よくフィ

小 6

ニッシュにつなげようとするマンチェス
ター・ユナイテッド。バルセロナはボール

【全日県大会】

を失ってから、チームとしてボールを奪い

山崎SC との対戦は残念ながら 1-4 の敗
戦となってしまいました。出来る準備をし
て臨みましたが、やはり強い気持ちで臨
んでくる相手から簡単に勝利を得ることは
出来ない、ということを子供たちも実感した
ところです。 ちょっとした差が点差にも現
れたと感じていますが、その「ちょっとした
差」が埋まり、且つ、相手を上回らないと目
指している「勝利」は自分たちのものにな
らないことも痛切に感じたことと思います。
この試合で経験した緊張感、悔しさも糧に
次の春季大会に臨みたいと思います。

【春季大会】

■8/27（土）緑園総合高 G 9:30×緑園総合高
■9/4（日）希望ヶ丘高 G 時間未定 ×釜利谷高
■9/11（日）港北高 G 10:40×横浜清風高

返すまでのアクションがものすごく速く、あ
る意味この速さがバルサの生命線と言え
るでしょう。おそらくファーガソン監督はそ
のあたりを考慮して、ピッチの幅を使って
ボールを大きく動かしながら確実に相手を
崩していく自分たちのいつもの戦い方に
修正を加えたような気がします。
ボールを回すバルセロナを前に、ポ
ゼッションで劣勢を強いられるマンチェス
ター・ユナイテッド。同じリーグに属する強
豪チェルシーやアーセナルとの試合でも、
ここまで相手に主導権を握られてしまう
ゲームはなかったはずです。ボールに対

6/5、18、25 の３日間での実施が決定し
ました。既報通り、L-4 ブロックは和泉 FC 、
岩崎 FC、バディーSC、黒滝 SC、YTC FC、
柏尾 SC、との対戦となります。 これまで
の取組も改めて確認しながら各試合「戦っ
て」行きたいと思います。

【応援・審判のサポート、ありがとう
ございます！】
保護者の皆さまには練習試合、全日県
大会時のアツい応援本当にありがとうござ
います。また、審判部皆さまのサポートに
も深く感謝申し上げます。 引続き子供た
ちへの声援、サポートをお願いします。

■8/17（水）釜利谷高 G 10:40×新羽高
■8/25（木）緑園総合高 G 11:10×桜ヶ丘高

試合開始直後から、いつもどおりグラウ
ンダーのパスを基本にテンポよくボールを

(小野 津春)

小 5

するプレッシャーやポジションを修正する
際に走らされた影響もあるのでしょうか、マ
ンチェスター・ユナイテッドの選手たちに
は徐々に疲労の色が見えはじめ、しだい
にチームとしてのボールの取りどころに意
図が感じられなくなり、またボールを奪っ
ても縦のポジションチェンジに鋭さがなく
なる等、時間とともにゴールを予感させる
プレーは尐なくなっていきました。
それにしても、バルセロナの選手たち
はうますぎます。状況に応じてプレース
ピードに緩急をつけることができること、そ
して「これぞサポート！」というお手本のよ
うな位置（相手選手や守備ブロックの間）
でボールを受け、前を向いて一番良い選

この原稿は、10-11 チャンピオンズリー

択肢を探そうとするプレーは、一見すると

グ決勝の終了直後に書いています。ファ

華やかには映りませんが、マネをしようと

２
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思ってもすぐにできるものではありません。
を奪うためには→個人個人が一生懸命に
そしてシュートを打つことに自信がもてれ
彼らのすごさは、ボールを止める・蹴ると

プレーをする」ということを全員で確認をし

ば、ミスを恐れずに積極的にシュートを打

いう技術的な部分はもちろん、常に首を左

ました。サッカーの上手下手は関係ないし、

つ姿勢も身につくはずですから。

右に振って周囲の状況を確認している点

また、下手な人に上手なプレーをしなさい

また、常に試合を意識して動きながら（走

にあると思います。中盤のキーマンである

と言っているわけではありません。ただ、

りながら）パスをしたり、シュートを打ったり

チャビとイニエスタに関しては、ボールの

一人一人が自身の最大限の努力をするこ

する練習も今後は増やしていきたいと思

移動中に首を２回振っているシーンもあり

とは誰にでもできるはずです。誰でもでき

います。

ました。ぜひ、小学生年代の選手たちにも、

ることをテーマにしましたので、選手は試

次に浮き球の処理（コントロール）の拙さ

お手本にしてもらいたいプレーです。

合に出場したら、手抜き（足抜き？）のプ

です。ボールを弾ませてしまうと、相手に

レーは許されません。

距離を詰められボールを奪われる結果に

両チームとも90分間フェアーに戦い、と
ても見所の多い決勝戦でした。審判団の

お蔭さまで、応援の保護者の方々の声

なります。ボールをよく見て、自分の足と

コントロールもとても素晴らしかったと思い

援にも後押しされて、どの試合も最後まで

地面とで作る三角形を意識してきちんとコ

ま す 。 終了後に グ ァ ル デ ィ オ ラ 監督と

諦めずに、自己の最大限の努力をする姿

ントロールできるように更なる練習が必要

ファーガソン監督が談笑しながら握手をし

勢は見られました。

でしょう。そして、何より相手より早くボール

ているシーンがとても印象的でした。

【ディフェンスは難しい！】

に触れることを心がけることです。

12 月には、バルセロナが日本にやって

さて、全員でボールを奪うことから始めま

浮き球を足を止めて見ているという場面が

来ます。クラブワールドカップという大舞台

したが、これがなかなか難しいのです。子

多かったのは残念です。４人対４人の練習

で、このチームと真剣勝負をするチャンス

どもたちの特性として、シュート練習とかミ

のときのように相手より早くボールに触るこ

を得るために、セレッソ大阪にはぜひアジ

ニゲームとか、どちらかというと攻撃に重

とを試合においてもできるようにならなくて

アを勝ち抜いてもらいたいと思います。

点を置く練習が好きで、しかも攻撃には

は練習の意味がありません。

じっくり考えるというよりもひらめき、つまり

【試合を重ねるたびに成長が！】

（鈴木 章弘）

小 4
【A（青）チーム総括】
A チームの春季尐年サッカー大会が終
了しました。結果は１勝５敗で７チーム中
の第７位でした。
グループの最下位とはいえ、１点差負け
の試合が３試合、２点差負けの試合が１試
合と紙一重の試合が多く、先制されても追
いついたり、２点差をつけられても諦めず
に１点を取ったりと、内容的には非常に評
価できるものでした。
ただ、時間をかけてチームとして鍛えて
いるチームにはボールを散らされてしまい
大差をつけられてしまいました。今後の課
題として、「①ボールを簡単に蹴らせない、
②次にボールがどこに出されるのか予測
する」ことで、この手のチームにも十分に
対応できるはずです。

【テーマは勝つこと！】
今回の公式戦にあたっては「勝つこと」を
テーマとして掲げました。特定の選手を活
かすために他の選手に犠牲を強いたり、
強く蹴ることと速く走ることに徹するチーム
作りをしたりするつもりは毛頭ありません。
勝つためには手段を選ばず的な単なる勝
利至上主義ではなく、「勝つためには→
相手からボールを奪う→相手からボール

想像力が重要になります。しかし、守備は

現状では、意識や技術の差が千差万別

非常に論理的に説明できます。想像力よ

ですので、個々の試合への出場時間にも

りも子どもたちの苦手とするじっくりと考え

長短がありました。１試合フルに（30 分間）

る論理的思考力が必要とされるのです。

出る子、半分だけ（15 分間）出る子、10 分

そこで、最低限の約束として、①相手の

間だけ出る子と３つのパターンに分類しま

ボールを奪うタイミングは相手の足から

した。また、参加人数によっても若干の差

ボールが離れた瞬間を狙うこと、②ボール

が出ます。そんななかで頑張っている子

を奪うためにはボールに近い足を出すこ

は 10 分が 15 分に、15 分が 30 分にと増え

と、③足を出すときにはボールを蹴るので

ていきました。あくまでも上手い下手では

はなく突っつく感覚で出すことの三点を確

ありません。一生懸命に取り組んでいるか

認しました。しかし、やはりまだまだ練習不

どうかで判断をしました。また、積極的な

足は否めません。何も考えずに闇雲に飛

プレーでミスをした場合は OK ですが、消

び込んだり、足先だけでボールを奪いに

極的なプレーでミスを犯した場合には試

いったりということで、もう尐し時間をかけ

合中であってもできる限りその場で、ミス

て普段からボールの奪い方の手順を意識

の原因を考えさせました。

付けしなければならないでしょう。

そうした結果が最終戦での勝利へと結び

【得点力不足とボールコントロール】

ついたのだと思います。前半９分で先制し

全ての試合で浮き彫りになった個々の課

た後、１分後にすぐに追いつかれ、完全

題は、ま ず第一にシュート の正確性、

に試合の流れは相手チームへと移り苦し

シュートを打つ積極性の不足です。得点

い時間帯が続きましたが、全員でボール

の 80%を一人の選手が記録しており、特定

を奪う姿勢を持ち続けました。後半３分で

の一人の選手に頼りすぎる傾向が強く出

再びリードしましたが、相手の猛反撃に遭

てしまいました。チーム力の向上にはその

い、あわや失点かという場面もキーパーの

他の選手の奮起が不可欠です。普段の活

ファインセーブで防ぎ、何とか１点差でタ

動時からきちんとボールをミートすることを

イムアップの笛を聞いたのでした。

心がけ、キーパーの位置を確認してから
シュートを打つ習慣づけが必要になります。

３

初めて全員が自己の最大限のプレーを
し、全力を出し切った試合だったのではな

いでしょうか。
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慈善試合となりました。「TAKE ACTION
力のほど、よろしくお願いいたします。

【 S（白）チームは順調な滑り出
し！？】

F.C.」は、中田英寿、前園真聖、元オラン

さて、片や S チームは２連勝のスタートに

プロサッカーリーグに所属する日本人選

なりました。これにより確実に勢いはつきま

手にて構成され、その一員として舘選手

したが、次の試合が約１ヶ月後ということも

（元かながわクラブ Top）も選ばれプレーし

あり、この勢いが持続するかどうか不安も

ました。私も動画で舘選手のプレーを見ま

残ります。この年代の試合の勝敗は相手

したが、堂々とプレーをしており、誇らしい

の力との相対的な要素が大きく影響すると

と共に羨ましくも思いました。このチャリ

はいえ、些細なことでその相対的なバラン

ティーマッチの寄付総額は 16,310,900

スが容易に崩れることもあります。この２勝

バーツ（約 4,300 万円）になった模様で、

も一歩間違えれば２連敗になる可能性を

遠いタイからまた１つ出来ることをやって

十分に秘めていました。

いる舘選手の活動に感銘を受けました。

では、２連敗が２連勝という結果になった

ダ代表エドガー・ダーヴィッツ、そしてタイ

【今月の活動】
さて、６月は今のところ２回の対外試合

れは全員で積極的にゴールを目指したと

があります。こうした試合の中で、コント

いうことに尽きるのではないでしょうか。４

ロールへの意識やファーストタッチの意識

得点は４人で記録しました。どこからでも

を高めてもらいたいと思います。長年、相

点が取れるというと聞こえはよいのですが、

手の逆を取ることを指導してきましたが、こ

一人で十数本もシュートを打って１点しか

れからはもう１つステップアップして、目先

決められなかったという現実もありました

の相手の動きを見で逆をとるだけではなく、

（ただ、そのこと自体は積極的にシュート

自分の行きたいスペース（抜いた後にプ

を打った結果ですので責めるべきもので

レーしやすい場所）を見つけ、そのスペー

は決してありません）。先にも述べましたが、

スとは逆に相手を動かす（意識させる）よう

決定力不足は S チームにも言える課題な

に餌をまいてから、（一瞬だけ誘い）逆をと

のです。残り４試合は１ヶ月に２試合ずつ

ることを意識して欲しいと思います。要す

のペースですので、練習の機会は十分に

るにスペース認識と相手の逆を取るプ

あります。平日及び週末の活動に全員が

レーの連動させるのです。

を期待しています。

また、徐々にではありますが、オフザ
ボール時の動き方、選択肢を増やすため

A チームの保護者の皆様方には引率の

のオンザボール時のボールの運び方、体

お手伝いや応援に、そして何よりも子ども

の向き等もヒントを与えていきたいと思い

たちが試合に集中できるように様々なご協

ます。

力をいただきありがとうございました。また、

【新規入会】

お手伝いいただき併せてありがとうござい

人程度の活動が多くなってきました。今後

ました。まだ、S チームは試合が続きます

は場合によっては二つに分けて活動をす

ので引き続きよろしくお願いいたします。

る時間帯があるかもしれませんが、何卒ご

【舘選手～続報～】
５月 17 日にタイ／バンコクにて元日本
代表の中田英寿によるチャリティーマッチ
「TAKE ACTION in THAILAND」がバンコ
クナショナルスタジアムで行われました。
東日本大震災とタイ南部で起きた大洪
水のチャリティーマッチで、試合は「TAKE
ACTION F.C.」vs「THAILAND STARS」の

力でプレーできておりました。当日は参加
人数も多く 10 分１本の試合をほぼ全員平
等に２本ずつ出場しました。10 分を２本だ
けでは物足りなく感じていた選手も多くい
たとは思いますが、今後も公式戦、練習試
合を含めやむを得ない事情がある場合を
除いて、基本的にはどの選手に対しても
平等に出場機会を与えていくつもりです。
対しても可能な限り丁寧に指導しできない
子を減らし底上げをすることにより、２年生
全体の力を高めることで個々を伸ばして
いくという方針で取り組んでいきます。
全体的には全力でプレーできており適
度な緊張感のある良い雰囲気で試合をす
ることができておりましたが、多尐気になっ
た点は競り合いの際やボールが回ってき
た際に遠慮してしまっている場面が見られ
たことです。まだ慣れない対外試合で無
理もないことですが、味方や相手の選手
に対して遠慮したり失敗を恐れ消極的に
なってしまっている場面がありましたので、
失敗を恐れずもっともっと思い切ってトライ
してみてください。思い切ってトライした結
果の失敗はどんどんしてもらって構いませ
ん。もし失敗してしまったらチームメイトや
コーチと一緒に次はどうすればよいのか
また、多数の保護者の方に現地まで応援

新規入会者がどっと増え、最近では 30

小 3

先月は２年生になり初めての練習試合
を行いました。皆それぞれに集中して全

その都度考えていきましょう。

横塚さん、増田さん、北野さんには審判を

（佐藤 敏明）

小 2

また、普段の練習においてもどの選手に

分かれ目はどこにあったのでしょうか。そ

課題克服を意識して取り組んでくれること

(益子 伸孝)

了承下さい。サッカーを始めて間もない選
手と小さい頃から一所懸命練習してきた
選手では現時点で差があるのは当たり前
です。本人にとって、今何が必要かを考え
てトレーニングしていきたいと思います。
ですので、時には分けてのトレーニングも
必要と感じております。難しいことですが、
出来る限り現時点での個々の『質』にあっ
たトレーニングをして、技術向上をはかり
たいと考えておりますので、ご理解、ご協

４

に来ていただきありがとうございました。今
後も可能な限り現地まで足を運んでいた
だき、選手たちの頑張る姿を見に来てくだ
さい。試合会場での準備等の様子を見て
いると尐しずつ自分で着替えや弁当や水
筒の管理をしている選手が増えてきてい
る印象を受けましたが、まだまだ保護者の
方に手伝ってもらっている場面も多く見受
けられました。選手に対し周囲の人が口
出しや手出しすることが行き過ぎてしまうと、
選手は自分で考えないようになってしまい
ます。逆に前日の準備、当日の切符や荷
物の管理、現地での弁当や着替えなどを
可能な限り選手自身にやらせることにより、
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選手自身が状況を判断したり色々なことを
点を“遊び”と考えております。ですから、
ます。６月は湿度と気温が高いのに日射し
考えられるようになってきます。徐々に選

まずは“楽しく”なければなりません。楽し

がさほどではなく、まだ６月で熱中症には

手自身で出来ることを増やしていってみて

く、そのスポーツが好きだから長続きする

早いという気持ちが、大事故を引き起こす

ください。（豊田 泰弘）

のであり、子どもたちから「自分から取り組

ようです。さらに７月、８月になると、数年前

幼児･小 1

む姿勢」が出てくれば、自主･自立の精神

には尐年サッカーの審判をしていたお父

を養うことができます。そして将来的に多

さんが死亡した事故もありました。私自身、

尐の試練にも耐えていけるのものだと確

港北小の活動中でも２回ほど応急措置を

信しています。そのため、決してサッカー

した経験があります。スポーツによる熱中

に対して｢強制的な指導｣はいたしません。

症事故は、適切に予防さえすれば防げる

また、スポーツに限らずあらゆる面で子ど

ものです。そこで今年も日本体育協会が

もたちには限りない可能性があります。尐

まとめたスポーツ活動中の熱中症予防８

しでもその可能性を引き出すことができる

ケ条をご紹介します。

前ジェフユナイテッド市原・千葉ジュニ
ア担当コーチの池上正さんの書いた『サッ
カーで子どもをぐんぐん伸ばす 11 の魔
法』の中に、｢サッカーを楽しむ心を育てよ
う｣の章がある。
『私は YMCA で自分のチームをもっている
ときは、よく親子サッカーを催しました。そ
うすると足を使うサッカーがどれほど難し
いか、ピッチいっぱいに走ることがどんなに
ハードかを身をもって実感してもらえます。
コーチはもちろんですが、父母の方も子ども
を追い詰めずいい雰囲気で応援してほしい
と思います。私はいつも保護者にベンチの後
ろで観戦してもらいました。私は子どもを追
い詰めたり、せかしたり、選択したプレーを
否定したり、けなしたりしません。なので、
保護者の方はかける言葉に迷うようで口を
つぐみます。応援席がまるでお葬式のように
静まり返ってしまいました。｢いや。あので
すね～、励ましたり、ほめたりはしていいの
ですよ｣と言いましたが。私などは子どもの
ころ、毎日のように学校帰りに｢よし、野球
の試合しようぜ！｣と校庭や近所の空き地で
草野球に明け暮れました。負け続けても懲り
ずに｢また明日やろうぜ！｣と約束して帰る。
毎日楽しめる。それができたのはどうしてか
というと野球が私たちにとって遊びだった
からです。指導するコーチも見守る親も、い

のであれば、私たちスタッフはできる限り

なお、日中に熱中症にかかった、あるい

のことをしたいと考えています。』

はかかったようだと感じた時は、その日の

●幼児(原則として年長)～小２の指導方針

夜も要注意です。夜になってから症状が

わけもわからずがむしゃらにボールを追
いかけ回す時期です。｢一人一人がボー
ルと仲良くなること｣を重点的に指導いたし
ます。

悪化したケースもあるようですので。
http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook1.html

１ 知って防ごう熱中症
熱中症とは、暑い環境で発生する障害の総称

●トレーニングメニュー

で、次のような病型があります。スポーツで主に

*子どもたちが楽しいと感じること。

問題となるのは、熱疲労と熱射病です。

*参加者全員が多くの時間プレーできるこ

*熱失神 皮膚血管の拡張によって血圧が低下

と。

し、脳血流が減尐しておこるもので、めまい、失

*できる限り、ゲーム形式のメニューを多く

神などがみられる。顔面そう白となって、脈は速

すること。

くて弱くなる。

その他、小６までの指導方針、試合（公式

*熱疲労 脱水による症状で、脱力感、倦怠感、

戦、練習試合）に対する方針、年間イベン

めまい、頭痛、吐き気などがみられる。

ト、カテゴリー移動等についても記載して

*熱けいれん 大量に汗をかいたときに水だけし

ありますので、ご覧になっていない方は是

か補給しなかったため、血液の塩分濃度が低

非ともご一読願います。

下して、足、腕、腹部の筋肉に痛みをともなった

●KANAGAWACLUB Official HAND BOOK

けいれんがおこる。

http://www.kanagawaclub.com/HB/shidouhoushin.htm

（浜野 正男）

*熱射病 体温の上昇によって中枢機能に異常
をきたした状態。意識障害（反応が鈍い、言動

ま一度考えてほしいと思います。子どもに

Papas

がおかしい、意識がない）がおこり、死亡率が高

サッカーをさせる意味は何でしょう。｢サッ

【熱中症予防 8 ケ条】

い。

２ あわてるな、されど急ごう救急処置

カーは人生の縮図のようなものだ。人生のい

今年、初めてかながわクラブに参加され

ろいろなことを学べる。サッカーで子どもを

た方、今年お子様を入部された方も多く

熱失神、熱疲労の場合 涼しい場所に運び、

育てることができる｣日本代表の監督を務め

おられると思いますが、例年、熱中症予防

衣服をゆるめて寝かせ、水分を補給すれば通

たオシムさんは言っています。あなたはサッ

についてトリコロールに書かせていただい

常は回復します。足を高くし、手足を末梢から中

カーで子どもの何を育てますか？子どもの

ております。またかと思われる方も多いと

心部に向けてマッサージするのも有効です。吐

何を育てたいですか？体力でしょうか。根性

思いますが、昨年より改善された内容をお

き気やおう吐などで水分補給ができない場合に

でしょうか。仲間意識でしょうか。私は、小

伝えしますので、熱中症について認識を

は、病院に運び、点滴を受ける必要があります。

学生年代は｢サッカーを楽しむ心｣というと

新たにしていただければ幸いです。

熱けいれんの場合 生理食塩水（0.9％）を補給

ころにつなげてほしいと願います』

これからの夏の季節、スポーツを楽しむ

すれば、通常は回復します。熱射病の場合 死

●かながわクラブでは 30 年前から『すべ

上で大変怖いのが熱中症ですが、特に恐

の危険のある緊急事態です。体を冷やしながら、

ての年代において、｢サッカーを楽しむ｣こ

ろしいのが実はこの６月の時期です。私も

集中治療のできる病院へ一刻も早く運ぶ必要

とを追求します』を指導理念に掲げてきま

６月の市民マラソン大会で熱中症による死

があります。いかに早く体温を下げて意識を回

した。『かながわクラブでは、スポーツの原

亡事故を目の前で見てしまったことがあり

復させるかが予後を左右するので、現場での処

５
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置が重要です。体温を下げるには、水をかけた
われた水分量が求められます。体重の 3%の水
立ったばかり。ここから、新たな世界への
り濡れタオルを当てて扇ぐ方法、くび、腋の下、

分が失われると、運動能力や体温調節機能が

小さな一歩を踏み出していくことができた

足の付け根など太い血管のある部分に氷やア

低下します。運動による体重減尐が 2%を超えな

ら良いなと思います。（伊藤 玲子）

イスパックをあてる方法が効果的です。循環が

いように水分を補給しましょう。

悪い場合は、足を高くし、マッサージをします。

７ 薄着ルックでさわやかに

たわごと

理事長の戯言

症状としては、意識の状態と体温が重要です。

熱中症予防のために、暑いときのスポーツ時

意識障害は軽いこともありますが、応答が鈍い、

の服装は軽装にし、素材も吸湿性や通気性の

言動がおかしいなど尐しでも異常がみられる時

よいものにしましょう。屋外で直射日光がある場

には重症と考えて処置しましょう。また、近くに

合には帽子を着用しましょう。また、防具をつけ

十分な水が見つからないときは、水筒の水、ス

るスポーツでは、休憩中に衣服をゆるめてでき

ポーツドリンク、清涼飲料水などを口に含み、患

るだけ熱を逃がし、円滑な体温調節を助ける工

者の全身に霧状に吹きかけてください。全身に

夫が必要です。

まんべんなく吹きかけることで、汗による気化熱

８ 体調不良は事故のもと

の冷却と同じような効果をもたらします。これら

【わたしはひろがる】
アルビレックス新潟でコーチをしている
加藤さんに紹介された詩です。
とってもいい内容なので紹介します。
わたしはひろがる

岸武雄

わたしは小さいとき、
おやつのお菓子が弟より大きくないとお

体調が悪いと体温調節機能も低下し、熱中症

の液体は冷たい必要はありません。

につながります。疲労、発熱、かぜ、下痢など、

３ 暑いとき、無理な運動は事故のもと

体調の悪いときには無理に運動しないようにし

こった。
じだんだふんで泣いたこともある。
わたしが世界のすべてであった。
わたしが世界のすべてであった。

熱中症の発生には、気温・湿度・風速・輻射熱

ましょう。また、暑さへの耐性は個人によって大

（直射日光など）が関係します。同じ気温でも湿

きな差がありますが、次のような人は暑さに弱い

やがてわたしは、弟もわたしと同じように、

度が高いと危険性が高くなるので注意が必要で

のでとくに注意が必要です。

大きいお菓子をほしがっていることが、わ

す。また、運動強度が強いほど熱の発生も多く

体力の低い人/暑さになれていない人/熱中症を

なり、熱中症の危険性も高まります。暑い所で

おこしたことのある人/持久力の低い人（循環機能

わたしはけんかしながらも、

無理に運動しても効果は上がりません。環境条

も低いので暑さに弱い）/肥満の人（学校管理下の

同じように分けることをおぼえた。

件に応じた運動・休息・水分補給の計画が必要

熱中症死亡事故の７割は肥満の人）

ときには、弟があまりうまそうに食べるので、

（茅野英一）

です。

４ 急な暑さは要注意
熱中症の事故は、急に暑くなったときに多く発
生しています。梅雤の合間に突然気温が上昇し
た日や梅雤明けの蒸し暑い日、合宿の初日な
どには事故が起こりやすいので注意が必要で
す。暑熱環境での体温調節能力には、暑さへ
のなれ（暑熱順化）が関係しています。急に暑く
なったときは運動を軽減し、暑さになれるまでの
数日間は、短時間の軽い運動から徐々に増や
していくようにしましょう。

５ 失った水と塩分を取り戻そう
汗は体から熱を奪い、体温が上昇しすぎるの
を防いでくれます。しかし、失われた水分を補
わないと脱水になり、体温調節能力や運動能力
が低下します。暑いときにはこまめに水分を補
給しましょう。また、汗からは水と同時に塩分も
失われますので、水分の補給には 0.1～0.2%程
度の食塩水が適当です。0.1～0.2％の塩分とは、
市販の飲料の成分表示では、ナトリウムが 40～
80mg（100ml 中）と表示されています。

６ 体重で知ろう、健康と汗の量
毎朝起床時に体重をはかることは、疲労の回
復状態や体調のチェックに役立ちます。また、
運動前後に体重を計ると、運動中に汗などで失

かってきた。

自分のぶんも分けてやった。

ヨーガ

弟といっしょにお菓子を食べると、

【ヨーガ・パーソナルトレーナー】

お菓子の分量はへったが、なんとなく楽しい。

最近は一般のスポーツ愛好家に対して

こうして、わたしの中へ弟がはいってきた。

も、パーソナルな指導を提供する場面が

こうして、わたしの中に弟がはいってきた。

増えているようです。ヨーガをベースにし
て行うパーソナル指導の研修があったの
で、またまた興味がわいてしまい受講する
ことにしました。二日間にわたり講義と検
定が行われました。「ちょっと興味がある
し・・・。」「ストレッチポールのパーソナル
指導のライセンスも持っているし・・・。」「な
んとかなるかな～・・・。」などと、気軽に受
講を決めたのですが・・・、いざ、やってみ
ると、なかなか大変です。グループでの指
導は慣れているつもりですが、1 対1となる
と、全く勝手が違います。記憶の奥底に沈
んでいるような、運動生理学や解剖学の

おかあさんがどんなに忙しそうに働いてい
ても、
わたしは、平気だった。
おかあさんは、ああいうものだと考えていた。
やがてわたしは、「おかあちゃん わたしも
手伝おうか」と、いえるようになった。
おかあちゃんと仕事をすると、
なんとなく楽しい。
こうして、わたしの中へおかあさんがはいっ
てきた。
こうして、わたしの中へおかあさんがはいっ
てきた。

知識も要求されます。以前に勉強した本

わたしは勉強するとき、テストのことがいつ

を引っ張り出してきたり、家族をクライアン

も気になった。

トに見立てて練習をしたり、新しくなってい

どんなに仲のよい遊び友だちも、

る部分はインターネットで調べたり・・・。一

テストになると、かたきのように思えた。

生懸命努力をした甲斐があって、なんとか

あの子、まちがえてくれないかなあ、と

検定に合格することができました。ほっと

ひそかに心の中で思ったこともある。

一安心ですが、まだ、スタートラインに
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テストがわたしの勉強のすべてであった。

めあてがはいってきた。

⑪竹内 瑛己(6 月~)

テストがわたしの勉強のすべてであった。

⑫花好 風音(6 月~)
わたしは社会科を勉強しながら、

やがてわたしは、小さいグループで、

数字やグラフを一生けんめい暗記した。

教え合ったり助け合ったりして勉強するこ

日本が生産力で世界第何位と聞くと、

とをおぼえた。

ただそれだけで、むねを張って喜んでいた。

こうして勉強をつづけていると、

やがてこうした数字やグラフの背後には、

わかっているつもりの問題も、友だちから質

ひたいに汗して働く人々のいることを考え

問されると、何と答えてよいのかわからぬこ

るようになった。

とが、たくさん出てきた。

こうして、わたしの中へ愛国心がはいってき

今までできないと思っていた友だちが、

た。

だんだんえらく思えてきた。

こうして、わたしの中へ愛国心がはいってき

こうして、わたしの中へ、友だちがはいって

た。

いってきた。

わたしはベトナムの悲しい写真を見ても、
アフリカのあわれな黒人の話を聞いても、

た。

わたしはよく声をあげてわらった。

でも、このごろは、ベトナム人も黒人も、わ

わたしとは生まれのちがう、

たしたちのなかまのように考える。

あわれな子だと考えていた。

ベトナムの写真をみたり、黒人の話を聞くと、

でも遊んでやらねば、と思って

心がうずき、むねがいたむ。

がまんしてつき合っていた。

こうして、わたしの中へ、ベトナム人や黒人
がはいってきた。

「おはよう」といって明るくとびこんでくる。

こうして、わたしの中へ、ベトナム人や黒人

すると、わたしの心は蕾のようにふくらんで

がはいってきた。

⑦白石 拓己(6 月~)
⑧角田 叶夢(6 月~)

小 4
入部
①細尾 星南(5 月~)

退部
①田中 貞浩(5 月末)

小 5
復帰

小 6
復帰
※敬称略

ああ、わたしはたったひとりなのに、
むねの中のわたしは、

きた。
こうして、わたしの中へ養護の子がはいって

弟もおかあさんも養護の子も、ベトナム人ま

きた。

で包んで

わたしは理科の勉強をしながら

ひろがる、ひろがる……。

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

大きくなったらすばらしい発明や発見をし

（内田 佳彦）

幼児･小学生クラブ員入退部

つまり、どんなすばらしい発明や発見をして

小 1
入部

も、なかまのしあわせにならねば、なんにも

①木田 貴(5 月~)

ならないと、考えるようになった。

②倉田 祐志(5 月~)

かのノーベル博士が、自分の発明したダイナ

③郡山 活輝(5 月~)

マイトが、戦争のために使われるのを悲しん

④志賀 瑞樹(5 月~)

で、人類の平和と文化のために尽くした人々

⑤鈴木 真央(5 月~)

におくる、ノーベル賞をつくった気持ちが、

⑥細尾 碧琉(5 月~)

尐しわかった気がする。

⑦田中 鉄兵(5 月~)

こうして、わたしの中へ、ほんとうの勉強の

⑧田中 源(5 月~)

めあてがはいってきた。

⑨小田島 遙希(6 月~)

こうして、わたしの中へ、ほんとうの勉強の

⑩若菜 陽光(6 月~)

ら、わたしの考えは、だいぶ変わってきた。

⑤竹内 琉斗(6 月~)

①坂本 渉(6 月~)

くる。

しかし、先生に科学の歴史のお話を聞いてか

③中島 翼(5 月~)

①坂上 広樹(6 月~)

しかし、このごろ養護の子はわたしを見ると、

て、お金や名誉で身をかざろうと考えていた。

①板井 祐輔(5 月~)

⑥宇田川 蒼平(6 月~)

養護の子がへんなことをいうと、

こうして、わたしの中へ養護の子がはいって

小 3
入部

④安東 基(6 月~)

遠い国のできごとのように思って、平気だっ

とてもあんなすなおな子には、かなわない。

①小野 翔大(5 月~)

②清水 勇汰(5 月~)

きた。
遊び友だちばかりでなく、勉強の友だちがは

小 2
入部

☆ハンドブックについて☆
今年度より携帯で見られるように作成いたしました。下記のURLをク
リックしてご覧下さい。
クラブの理念や指導方針、各種手続き方法、注意事情、スタッフの
紹介など重要な情報満載です。是非ご一読下さい。

http://www.kanagawaclub.com/HB/
youji_shougakusei.html
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夏休みの活動予定
クラス

曜 日

時間帯

場 所

幼児・小 1

日

9:30-11:00

港北小

小2

日

9:30-11:00

港北小

日

11:00-12:30

港北小

水･金

16:40-18:00

大口台小

日

12:30-14:00

港北小

水･金

16:40-18:00

大口台小

日

14:00-15:30

港北小

火･木

16:00-17:20

港北小

日

15:30-17:00

港北小

火･木

16:00-17:20

港北小

小3

小4

小5

小6

遠征・大会・合宿
な

その他

し
■海洋キャンプ
(NPO 湘南ベルマーレと共催)
7/23(土)~7/28(木)※5 泊 6 日
YMCA 阿南国際海洋センター
(徳島県阿南市)

■遠征
7/30(土)~8/1(月)※2 泊 3 日
長野県白馬村

小 3 以上
■カヌー教室 2011(日帰り)
8/7(日)清川村宮ヶ瀬湖カヌー場

■合宿
7/24(日)~7/26(火)※2 泊 3 日

港北小
Junior Youth

火･木･土

日中

市内各施設
他

中伊豆ワイナリーヒル

■水･金･日 曜日

■遠征/招待大会

試合の場合あり

未定
■高円宮杯県予選 8/20(土)~
■合宿･遠征なし

Youth

火･木･土

午前中

■県 CY リーグ/KCY リーグ/

市内各施設

県 U-18 リーグ
Papas

日

8:00-9:30

港北小

な

■月・水･金･日 曜日
公式戦の場合あり

し

【注 意】
①これは、現時点での予定ですので、時間帯や場所は変更になる場合があります。あくまでもひとつの目安とお考え下さい。
②8 月のお盆時期【8/11(木)~8/17(水)】は、活動及び事務局はお休みとなります。
③上記以外の曜日に試合が入ることもあります。

内田泰嗣税理士事務所
有限会社トップガン（ワン・ストップサービス）

税 理 士

内 田 泰 嗣

横浜市神奈川区入江２－１９－１１
〒221-0014 大口増田ビル２０３号

ＴＥＬ （０４５）４３１－０４０８
ＦＡＸ （０４５）４３１－０４８８
※本誌ご持参の方に限り、一部商品を除き、2 割引となります。
有効期限：2011 年 7 月 2 日(土)
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