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第 4回大人のための 

学年対抗フットサル大会 

次のとおり｢第 4回大人のための学年

対抗フットサル大会｣を開催することに

なりました。 

今回は文部科学省の「スポーツコミュ

ニティの形成促進事業」の一環として行

います。 

各学年の幹事様からすでにご案内

があったかと思いますが、皆さん、奮っ

てご参加ください！ 

■主旨 

１．幼児・小学生の学年ごとの親睦。 

２．見るだけではなく、実際にプレーす

る楽しさを味わってください。 

■主催：かながわクラブ 

■期日：2/12(日) 14:00-18:00 

■会場：みなとみらいスポーツパーク 

■時程 

*14:00 集合・説明・抽選・W-up 

*15:00 第 1試合 

*15:30 第 2試合 

*16:00 第 3試合 

*16:30 3決・5決 

*17:00 決勝 

*17:30 試合終了・表彰式・写真撮影 

*18:00 撤収完了 

■参加資格 

*原則かながわクラブ各学年の保護者

及び同居の家族（成人に限る）。但し、

参加状況を見て臨機忚変に対忚する

（特に女性の場合は中学生や助っ人を

OKにするかも？？）。 

*各学年担当コーチが混ざることもあり

ます。 

*問題があった場合、当日協議して進

めたいと思います。あくまでも主旨をご

理解下さい。 

■ルール 

*当日の抽選で 6 チームを 3 チームず

つに分け、リーグ戦。のち同順位戦で

最終順位を決定する。各チームとも 3

試合。 

*1 チーム 5 名（うちＧＫ1 名、1 名以上

は女性であること）。 

*試合時間は、7 分ハーフ（インターバ

ル 5分）。 

*試合中、必ず 1名以上の女性がコート

にいること。 

*ボールとビブスはクラブで用意しま

す。 

*審判はコーチが行ないます（1 名制）

が、女性への不用意な接触プレーはセ

クハラとなり警告対象です。もろもろ弱

者保護の観点でジャッジします。ご了

承下さい。 

*できれば「すねあて」を着用下さい。 

■表彰：優勝チームには、W 杯トロフィ

ーをもっての記念撮影及び自慢する権

利が与えられます。 

■事故や怪我の場合 

*忚急処置はクラブにて対忚いたします

が、各自の責任においてご参加下さ

い。 

*クラブで保険に加入しますが、補償内

容が貧弱なことをご了承下さい。 

■エントリー方法 

*事前エントリーは必要ありません。当

日までにチームが編成できれば大丈夫

です。人数不足等の場合は当日考えま
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しょう。 

■組み合わせ・試合順 

*当日抽選にて決定します。 

 

新年度の登録更新および 

事務手数料の納入について 

【クラブ員の皆様・保護者の皆様へ】 

次のとおりご案内いたします。 

① 登録の自動更新について 

昨年同様「自動更新」とさせていただ

きますので、退部や休部を除き、申請

は不要となります。ただし、小 6・中3・高

3は 4月からは生活環境が変わることか

ら、一旦費用の引き落としを停止させて

いただきます。 

②新年度分の事務手数料の納入につ

いて 

新年度分として、3 月に登録料・保険

料・大会参加費の納入が発生しますの

で、充当分としての事務手数料を 3 月

のクラブ費とあわせて引き落とさせてい

ただきます。4月以降の活動を希望され

ない場合は、2/15 までに事務局までお

申し出いただくことになりますが、転勤

等により現時点で判断できない場合も

多いと思われます。そのような場合には

一旦引き落としを行ないますが、継続

困難なことが確定した時点で返金をさ

せていただきますのでご了承下さい。 

2/15は 2月末での退部・休部の申請

締切日でもありますので、メールやFAX

等において、必ず「2 月末での退部」「3

月末での退部」を明確にお申し出下さ

い。 

また、4 月から休部、又は前年度より

引き続き休部される場合でも、事務手

数料は引き落とさせていただきますの

でご注意下さい。 

■自動更新について 

*4 月以降も本クラブでの活動をされる

場合→手続き不要 

*3月一杯で退部（休部）を希望 

→クラブ事務局宛に、2/15 までに「3月

一杯で退部（休部）希望」と連絡 

※2月末での退部（休部）をご希望の場

合も同日が締め切りですので、期日を

お伝え下さい。 

*転勤等により継続が不明の場合 

→一旦引き落としますが、後日返金い

たしますので、確定した時点でクラブ事

務局までお申し出下さい。 

*現在の小 6・中 3・高 3 

→一旦停止します。 

■休部中の事務手数料の納入につい

て 

*4月から休部、又は休部中の場合 

→休部の場合でも事務手数料のみ引

落とさせていただきます。 

※事務手数料は登録料・保険料に充

当します。 

■お問い合わせ 

かながわクラブ/内田 佳彦 

TEL：045-370-3390 

FAX：045-381-8884 

携帯：090-3499-3098 

 

大会・公式戦結果 

Top 

【県社会人 1部リーグカップ】 

▼決勝 

vs FC コラソン・プリンシパル 2-1○ 

※1位トーナメント優勝！ 

【県社会人選手権】 

▼2回戦 

vs SALVATORE1991  7-2○ 

小 6 

【神奈川県尐年サッカー選手権】 

vs ハリマオ   0-1● 

【神奈川区尐年選手権】 

vs Ahli   4-0○ 

 

今、グラウンドでは･･･ 

Top 

【県リーグカップ優勝】 

トップチームは 1月 22日に谷本公園

において神奈川県社会人 1 部リーグカ

ップ決勝戦が行われ、2-1 で FC コラソ

ン･プリンシパルを破り見事優勝を飾り

ました。通常のリーグ戦とは違いまだ歴

史の浅いカップ戦ですが、TOP チーム

として初めて県タイトルを勝ち取ること

ができました。 

試合内容は開始 5 分でコラソンに先

制され苦しい立ち上がり、それでも焦ら

ずにチャンスを待ちました。前半 19 分

に相手 DF の裏を抜け出した樋口の決

定機を相手 DF がファールで防いだた

め一発退場、PK が与えられ後藤が落

ち着いて決めて同点。後半 15 分には

相手最終ラインのボールを樋口が粘っ

て奪いそのままシュート、それが決まり

2-1。この 1 点差を守りきり見事勝利す

ることができました。 ただ、相手が 10

人になってからも余裕を持つことができ

ず、逆にカウンター攻撃にてこずること

もあり、安心して見てはいられない内容

でした。大勢のクラブ員の方々にははら

はらさせてしまいましたが、皆様の忚援

が勝たせてくれたと思っています。忚援

ありがとうございました。 

県リーグカップも終わり、次は県社会

人選手権が始まります。この大会は天

皇杯予選を兼ねている大切な大会で

す。これからもトップチームの忚援よろ
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しくお願いいたします。 

【TOPチームホームページ】 

http://www.kanagawaclub.com/topteam/ 

（中本 洋一） 

Youth 

公式戦のシーズンが終わりました。プ

ロの世界では、ここから尐しの間はシー

ズンオフになります。しかし、我々は、

今こそ次のシーズンに向けてしっかりと

体力アップを図る時期です。ただ走る

だけのトレーニングは辛いでしょうから、

ゲーム形式が中心になります。「走る」こ

との重要さを認識し、自ら脚を動かす努

力をしないと、あまり効果が期待できな

くなってしまいます。「やらされている」ト

レーニングではなく、「自ら向かっていく

トレーニング」にできるようにしたいと考

えています。選手の皆さんの高い目的

意識に期待しています。 

（内田 佳彦） 

Junior Youth 

新年を迎え１か月が経ちますが、日

本列島は各地で大雪に見舞われ相次

いで被害が多発しておりますが、皆様

はお変わりはありませんでしょうか。 

今月ジュニアユースに関しては、雪

の影響などのため予定されていた公式

戦が中止になり、トレーニングを中心と

した活動内容となりました。この一か月

間は、選手一人ひとりの技術面の向上

を目標として、いろいろな基礎トレーニ

ングをしてまいりました。その結果、今ま

で表に現れていなかった選手個人個

人の欠点などが大きく浮き彫りにもなっ

てきました。 

ユースとの練習試合も経験をし、基

礎技術面の強化や、試合におけるメン

タル面の強化やその場その場において

の状況判断という視野を広げる訓練に

も力をいれてきました。選手たちの成長

のスピードには目を見張るものがあり、

貪欲にスポンジのように技術を吸収し、

それがトレーニングのなかに現れてきた

かのように思えます。選手たちにしてみ

れば、一日では早く、公式戦で身につ

けた技術を生かしチームとしての勝利

をつかみ取ろうと意欲的になっていま

す。 

小学生から、中学生になるとき心も体

も大きく成長を迎えます。それと同時に、

やはり技術面でも多尐の変化を求めら

れる時期にもなります。選手一人一人

の個性をいち早く見極め、そして個々

にあわせたトレーニング方法を取り入れ

ることによって、選手は大きく成長しス

テップアップし、子供のサッカーから大

人のサッカーへと移行していきます。こ

の時期の選手の体は、大きく個人差が

でてきます。順調に成長していく選手も

いれば、反対に成長痛などの故障に悩

まされる選手もいます。私、個人も経験

をしてきた道でもあります。個人個人の

体格差や技量を補うためにも、やはり、

基礎的なテクニックとフィールド内の状

況判断能力を補っていく必要性があり

ます。結果に結びつくまでは、長い道

のりかもしれませんが、おのずと結果は

ついてくるものです。 

公式戦に関しては今年度は残り 3 試

合となりましたが、1 試合 1 試合気を抜

かずに結果におそれず最後まで、戦っ

ていきましょう。 

なお、体の故障に関しては、早めの

対処が大切になってきます。どんな些

細なことであっても、遠慮なさらずに相

談しにきてください。痛みなどで、実践

的なトレーニングに参加できないときで

あっても、フィールド内を観察するトレ

ーニングもできます。正しい対処方法

が、結果早く復帰でき、仲間と楽しくサ

ッカーをしていけると思います。 

 【保護者の皆様へ】 

選手が体の不調を訴えてきましたら、遠

慮なさらずに私までご連絡ください。個

人個人にあった、練習方法で取り組ん

でいきたいと思っています。 

（河原 昌司） 

小 6 

【神奈川県尐年サッカー選手権】 

1/8(日) 1回戦 vsハリマオ 0-1● 

相手ボールの時間が長く、尐ないチ

ャンスをモノに出来なかった、という状

況でした。しかし、私個人としてはこの

展開になっても今の選手たちであれば

「我慢ができる」と思っていましたし、必

ずチャンスが来ると信じていました。残

念ながら前半終了間際に失点、後半の

攻勢の時間に得点することができず負

けてしまいましたが、相手の攻撃を跳ね

返し続け、尐ないチャンスに果敢にチャ

レンジする姿に、試合中ながら「いやい

や 頼もしくなったなー」としみじみ思っ

たりしていました。 実は負けてしまった

ことで尐ししんみりしていた選手たちで

したが、その後ハリマオさんからの TRM

のお誘いに「やるやる！」と元気になっ

た、切替の早い(!?)姿に相変わらずの

子供らしさも見て取れ、選手たちの成

長や純粋さを再確認もできた機会でし

た。 

【神奈川区尐年サッカー選手権】 

1/28(土) 1回戦 vs Ahli 4-0○(得点：

坂井陽、坂本龍、相吉、安藤) 

雤で前週の TRM が流れ調整ができ

なかったことに尐し不安あったこと、当

日は大人サイズのコート・ゴールだった



トリコロール 2012.2月号 発行：特定非営利活動法人かながわクラブ 
〒221-0863 横浜市神奈川区羽沢町 1817 TEL045(370)3390/FAX045(381)8884 

http://www.kanagawaclub.com 
 

 

4 

ことでの尐しの戸惑いもありましたが、

結果としては FW 陣を中心に積極的に

攻め続けたことで勝利できました。また、

メンバー以外の選手が積極的にサポー

トしてくれることで出場メンバーも試合

に集中できる今の状況をとても嬉しく思

っています。次回は 2/4(土) 準決勝 vs

かもめ戦、この試合も勝利を目指しチ

ーム全員で取り組みたいと思います。 

【宿泊遠征】 

既にお知らせの通り、鈴木コーチの

ご尽力により小 5 と合同で 3/3(土)・

4(日)に三浦方面に宿泊遠征に出かけ

ます。詳細は別途お知らせしますが、

保護者皆様にはご理解をお願い致しま

す。選手たちには「(私の)白馬の記憶」

を払拭する楽しい遠征にして欲しいと

切にお願いする次第です。  

(小野津春) 

小 5 

すでにメールにてご案内のとおり、3

月 3日(土)～4日(日)にかけて 6年生と

合同で遠征合宿に出かけることになり

ました。合宿の地は三浦市初声町で、

現 5年生チームは 4年生の時も当時の

6 年生とともに訪れています。一日目は

地元初声ジュニアFCとの練習試合、そ

して二日目は潮風スポーツ公園グラウ

ンド（人工芝）にて、潮風カップに参加

する予定です。 

今合宿の目的は、4 月上旪から始ま

る横浜市の春季大会に向けた準備を

行なうこと、またオフ・ザ・ピッチ（グラウ

ンドの外）において、自立した選手にな

るためのベースを作ること、この二点に

あります。特に自立した選手という部分

では、スポーツライフ（トレーニング⇒身

体のケア⇒食事⇒睡眠）の重要性を全

員で再確認する絶好の機会と考えてい

ます。 

近日中に参加の確認を行います。年

度替わりのお忙しい時期とは存じます

が、一人でも多くの選手に参加してもら

いたいと思います。     （鈴木 章弘） 

小 4 

【しばらくサッカーを休みます（1）】 

活動中の怪我が原因でしばらくサッ

カーをお休みしますというメールをいた

だきました。サッカーが大好きで、一生

懸命に全力のプレーをするから怪我を

するのは止むを得ないことなのでしょう。

きちんと静養して怪我を完全に治して

から復帰して欲しいものです。自分の

体験から想像しても、その子にとって大

好きなサッカーができないのはとても辛

いことでしょう。大学生の頃、大切な入

れ替え戦の前に腰を強打して入院を余

儀なくされ、しかも入れ替え戦には出場

できなかった苦い経験があります。人知

れず悔し涙を流したことを昨日のことの

ように思い出します。 

しかし、そのときに目の前の利害に

惑わされずに、無理をせずにきちんと

怪我を治したことで、お蔭さまで、間も

なく 60 歳に手が届こうというこの年齢ま

でサッカーに携わることができているこ

とも事実です。小学生年代の君たちも

今無理をする時期ではありません。生

涯サッカーを楽しむためにも、怪我をし

たり、疲れていたりして、体が休めと言

っているときには、勇気を持ってサッカ

ーを休むことが必要なのです。 

不十分な体調やコンディションで臨

んでは、練習の効果が期待できません

し、ましてや試合ではチームに迷惑を

かけることは明白です。仲間は君が戻

ってくるまで待っていてくれます。安心

してください。勿論、グラウンドもボール

も決して逃げません。勿論、私も君が怪

我を治して戻ってくるまではじっと待っ

ていますから。 

【しばらくサッカーを休みます（２）】 

平日の活動に遅刻がちで仲間に迷

惑をかけるからという理由でしばらくサ

ッカーを休みたいという相談を受けまし

た。遅刻するとチーム分けなどをやり直

したり、ウォーミングアップのパートナー

を変えたりしなくてはならず、仲間に申

し訳ないということでした。理由はどうあ

れ、本人にサッカーをやりたいという気

持ちがあるのかどうかということを再度

確認して欲しいと伝えました。4 年生に

もなれば「親がやれと言うから」という理

由でサッカーをする人はいないと思い

ます。本人自身にやりたいという強い気

持ちがなければ、無理強いすることに

なりますので、その点は大事なポイント

になります。 

やりたい気持ちがあれば、遅刻をし

て仲間に迷惑をかけることなど大きな問

題ではありません。普段の一生懸命な

プレーで取り戻すことができますから。

問題なのは、4年生の後半になって、チ

ーム内に厳しさが芽生えてきています

ので、その厳しさから逃れたいという気

持ちが芽生えてはいないかということで

す。試合に勝ちたいと思う意識が強い

子とそうでない子、サッカーの技術が現

段階で優れている子とそうでない子とい

う具合に、4 年生の中でも意識の差が

出てきていることは否定できません。子

どもの社会はある意味厳しいですから、

試合中に個々のプレーに対して厳しさ

を要求する声も聞かれます。そんな仲

間の厳しい要求に対して、前向きに努

力する気持ちが萎えて、投げ出してし

まいたいと思う子も出てくるでしょう。 
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しかし、壁に直面するたびに逃げて

しまっては成長が期待できません。長

い人生には、様々な困難が待ち受けて

います。こうした壁を一つ一つ自らが乗

り越えていかなければなりません。もし、

サッカーを休む理由が「逃げ出したいと

いう気持ち」であるのなら、是非、勇気

を出して目の前の困難に立ち向かって

欲しいものです。 

【OB との会話】 

 久しぶりに小学生の頃にサッカーを

教えた OB と話をする機会がありました。

彼はかながわクラブの現在の小学生の

練習を見て「かながわの子はあまりパス

をしませんね」と漏らしました。勿論、そ

のOBも小学生の頃は同じような指導を

受けて、徹底的にドリブルやフェイント

などの個人技術の向上に励んだはず

なのに、高校生となって高校のサッカ

ーに身を置いたことでショートパス中心

のサッカーを徹底されているようです。

ワールドカップでスペインが優勝したり、

バルセロナのサッカーに注目が集まっ

たりすると、日本人の体格的にも短いパ

スをつなぎながらゴールを狙うといった

サッカーを志向する傾向が強くなるのも

必然です。 

しかし、まずパスありきの考え方には

賛成できません。小学生年代できちん

と個人技術を身につけさせないと、パス

しかできない選手になってしまいます。

個人技でも局面を打開できるし、パスで

も局面を打開できることが大切です。ブ

ラジル人はドリブルも上手ですが、得点

するためには何が大切かを考え、その

結果ダイレクトパスをつないでゴールに

迫ることが多いのです。 

そんなことを話していると彼は｢実は

俺、白幡小での 5・6年生の練習を手伝

っているんだよ｣と呟きました。なんだか

涙が出そうになるくらい嬉しい気持ちに

なりました。 

【指導者としての後悔】 

 さて、教え子と一緒に Papas でプレー

をするようになったり、教え子の子ども

がかながわクラブでサッカーをするよう

になったり、長年サッカーに携わってい

ると様々な嬉しい経験をさせていただく

ことがあります。教え子が指導者として

戻ってきてくれることも大きな喜びです。

このOBもいずれは指導者として戻って

きてくれることを期待しています。 

実は私の個人的な指導のポリシーと

して「たくさんのサッカー小僧を育てた

い」ということがあります。サッカー小僧=

上手い下手は関係なくサッカーが大好

きで毎日暗くなるまでボールを蹴って

いるような子です。お預かりしたすべて

の子どもたちにサッカーを大好きになっ

て欲しいと思って、日々指導をしていま

す。しかし残念ながらサッカーを好きに

させる部分が上手く伝わらないことがあ

り、この年代でも幼児・小１の頃から４人

の子どもたちが残念ながらサッカーから

離れていきました。 

今回お休みしたいと言い出した子も、

もしかしたら、先ほどの OB のようにサッ

カーを大好きにさせることができなかっ

たのかもと後悔の念が頭をもたげます。

とはいえ、後ろを向いてばかりでは前に

進みませんので、じっくり休んで自分の

気持ち(本当にサッカーをやりたいのか

どうか)を確認してもらい、目の前の壁を

乗り越える努力をしてもらえることを期

待してしばらく待っていたいと思います。

ただただ、5 人目のサッカーから離れて

しまう子が出ないことを祈るばかりです。

(佐藤敏明) 

小 3 

【全国デビュー！？】 

この間、元日本代表／松田選手の

追悼試合が TBS で放送されました。私

は都合により録画で見ることになったの

ですが、その試合をみていると、合間合

間にスタンド（忚援席）が映されていまし

た。 

そしたらどうでしょう？見かけた顔が

ちらほら・・・・ 

こうた！！たいせい！！・・・総勢 6

名ぐらい、かながわクラブ忚援団ではな

いかっ！！アップでそれもかなり長い

間映っているではないかっ！！？それ

から、何回か全国デビュー（？）の瞬間

を見れて嬉しく思いました。 

プロ選手の試合を生で見るのは大変

良い機会ですので、これからも是非見

にいってください。 

【3つのテーマ＋１】 

「常に顔を上げながらいい判断をす

る」「常に手を抜かずにプレーする」「ま

ずはゴール、シュート（フィニッシュ）が

優先」がテーマとしてますが、これから

はもう 1 つテーマを増やしたいと思いま

す。 

いい判断をする為には顔を上げてい

ればいいか？というとそうではないと思

います。顔を上げているだけでは自分

の周りの 1/3程度しか見れません。サッ

カー選手であれば、自分の後ろ側がど

うなっているかも意識しなくてはなりませ

ん。 

何故か？それはいろんな体の向きで

ボールをもらったり（又はもらおうとした

り）、自分の後ろに危険な相手選手が

いないかを確認する必要があったり等、

いろいろな場面が起こりうるからです。 

ですので、尐し難しいことですが、3
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つのテーマが意識できてきた人は「常

に首を振る」ことをテーマに加えて、常

に自分の目に見えない部分（背中側）

を想像してプレーしてください。 

（益子 伸孝） 

小 2 

1 月には幹事様に中心となっていた

だき父親だけの新年会を開催していた

だきました。お忙しい中多数ご参加い

ただきありがとうございました。昨年末の

親子サッカーや忘年会も含め、皆様か

らは大変貴重なご意見を伺うことができ

ました。そこでの話やご意見は今後の

指導や活動に生かしていきたいと考え

ております。また、今後もクラブと保護

者の皆様と協力し子供たちによりよいサ

ッカー環境を提供していくために、懇親

会や各イベントなどでの対話の機会を

大切にしていきたいと考えております。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

【最近の取り組み】 

先月は 2チームとの練習試合を行い

ました。結果もそうですが内容的にも随

所に選手それぞれがたくましい姿を見

せてくれました。試合後には「初めてフ

ェイントで相手をかわすことが出来た！」

「離れて待っていたら良いパスが来て

上手にトラップすることが出来た！」

「久々にゴールを決められた！」と何人

もの子たちがコーチのところに報告に

来てくれました。皆それぞれに考えてチ

ャレンジしている子が徐々に増えてきて

くれたことをとても嬉しく思います。一方

で課題もありました。一番の課題は集

中力が続かず、試合になってもおふざ

けの延長でただ何となく参加していると

いう子がいたことです。試合以外のとこ

ろでは周りに迷惑をかけない範囲で仲

間たちと遊んでふざけるのは一向に構

わないと考えております。ただ、コーチ

が集合をかけたときや話をしている最

中、試合直前や試合が始まったら、サ

ッカーに集中してサッカーを思いっきり

楽しんでもらいたいと思います。 

 チームによってはこの年代で既に監

督やコーチがポジションを決めて各選

手に役割を指示しているチームがあり

ます。現在小 2では特にポジションにつ

いては何の指示も出しておらず、自分

たちでやりたいように自由にやってもら

っています。もちろん、サッカーにはど

んなポジションがあって、それぞれのポ

ジションにはどんな役割があるのか、と

いうことを知ることは重要ですので、今

後徐々に子どもたちには話をしていく

つもりですが、誰がどのポジションをや

るかということについては今後もコーチ

側から特別に指示を出すつもりはありま

せん。自分の興味のあるポジション、憧

れの選手と同じポジションなど、それぞ

れのやりたいポジションにどんどんチャ

レンジしていってもらいたいと思います。

ご家庭におかれましてもぜひ子供自身

がやりたいという意見を尊重し見守って

あげていただきたいと思います。体格

や足の速さなどによって適したポジショ

ンというのはある程度あるとは思います

が、今一番重要なのは自分のやりたい

ポジションで思い切りプレーし積極的に

サッカーに関わるということで、そうする

ことが一番上達に繋がると考えておりま

す。また、今やりたいと言っているポジ

ションを半年後や一年後もやりたいと言

っているとは限りません。ですので、キ

ーパーも含め子供自身がやりたいとい

う気持ちを尊重しやりたいというポジショ

ンをどんどんやらせていくつもりです。

そして、なるべく色々なポジションに挑

戦してもらい、サッカーに関する理解を

深めていってもらいたいと考えておりま

す。             （豊田 泰弘） 

幼児･小 1 

【試合を通じて】 

先月ＫＡＺＵとの試合を行いました。

まずは 6対 6のミニゲームを行い、その

後全面で 9 対 9 の試合を行いましたが、

そこで選手の全員が必死にボールを追

いかける姿を見て、その前の試合で私

が教えた「みんなでディフェンスをする

こと」が伝わっていて非常に飲み込み

が早い子が多いんだなと感じました。ま

た、たくさんの試合を経験することで、

ボールを奪うのがうまい子、ボールの扱

いがうまい子、ポジショニングがいい子

などなど、個人個人の特徴が見えてき

ました。この特徴をどんどん活かしてい

けたらと思っています。 

【新たな課題】 

ここ最近 2試合でよくみられた場面と

して、相手に追い付いても何もできずに

そのままゴールに行かれてしまうという

場面と相手をドリブルで抜いても抜いて

も次のディフェンスが出てきてとられて

しまうという場面がありました。来年度の

大会に向けて尐しずつ直していけたら

考えています。          （近江 柔） 

Papas 

【市シニアマスターズ結果】 

PapasOver40の本年度の横浜市シニ

アマスターズの結果は、予選リーグ 4試

合 1勝 2敗 1分で勝点 4の A グルー

プ 4位でした。残念ながら 2年連続して

の決勝トーナメント進出はなりませんで

した。現在 Over40は、決勝トーナメント

に進めなかったグループ間の順位決定

戦に臨んでいます。また来年度もあの

ニッパツ三ッ沢球技場での公式戦を目
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指しましょう。 

【Papas新年度体制】 

Papas…Papas 登録の年度更新は自

動更新ですので、新年度以降も引き続

き Papas に参加される方は手続きは不

要です。退部される方、休部される方、

復帰される方、転居など連絡先などに

変更がある方は事務局にメール、ファッ

クスなどで必ずご連絡をお願いします。 

Rec&Comp…県シニアリーグへの年

度更新登録は毎年大晦日が締め切り

で、なんとも気忙しく毎年更新をしてお

りますが、皆さんのご協力のおかげで

今年度も無事終了しました。この後は、

現在は審判が仮登録ですので、4 月に

JFA4級の方の更新を待って、本登録を

行いますので、ご協力をよろしくお願い

します。事務登録手数料は昨年と同額

の 7,500 円を想定しています。その場

合、3 月のクラブ費と合わせて引き落と

しさせていただきます。なお、年度途中

の加入の場合は、7,500 円、10 月以降

の加入は 4,000円とする予定です。 

現在 4 月のリーグ戦開幕に向けて新

メンバーを募集しています。 

Over-40…チーム Over-40 は、

Rec&Comp に参加された方(追加費用

なし)で構成しますが、Rec&Comp には

参加せず、Over-40 のみに参加する方

も募集します。参加費用は事務登録手

数料 4,000 円です。参加希望者はスタ

ッフ・事務局にメール、ファックスなどで

ご連絡を願います。 

メーリングリスト…メーリングリストに登

録するメールアドレスの変更、追加等は、

eメールで茅野宛にお願いします。その

際は、削除するアドレスを忘れずにお

知らせください。 

（茅野英一） 

ヨーガ 

「ヨーガ療法はいかがですか？」 

先日、また、東京の某会議室にて、

セミナーを行ってきました。 

お題は、「メンタルヘルスケア施策のご

提案」2時間の内容です。 

そうです。企業においてヨーガ療法を、

メンタル面のケアのために使っていた

だきたいからです。 

 この方向での宣伝＆営業活動に入っ

て 2 年くらいになります。その甲斐あっ

て、ヨーガ療法の研修をさせていただ

いた会社もいくつか。最初は慣れなくて、

どのようにお話すればこちらの意図が

伝わるのか、良くわかりませんでした。 

 でも、尐しずつ聞いてくださっている

方々のお顔を見ながら、お話ができる

ようになってきました。評判もなかなか

良いです。うれしいな、とほっこり喜んで

いたその矢先、大きな仕事のお話が！ 

 今回は今までのように 1時間とか 2時

間とかではなくて、「1 日研修」です。そ

れも 5回も！わわわ～！ 

夢が現実となってきたことがうれしいで

す。強く念じると夢は実現するということ

は、本当なのかもしれません。 

 研修開始まで数か月。 

持てる知識と技術を総動員して臨みた

いです。ヨーガの素晴らしさをお伝えす

ることができますように。 

（伊藤 玲子） 

 

理事長の戯言
たわごと

 

【イチロー選手の昔の作文】 

「僕の夢」 

僕の夢は、一流のプロ野球選手に

なることです。そのためには、中学、

高校と全国大会に出て、活躍しなけ

ればなりません。活躍できるように

なるためには、練習が必要です。 
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僕は 3 才の時から練習を始めてい

ます。3才から 7才までは半年くらい

やっていましたが、3年生の時から今

までは、365 日中、360 日は激しい練

習をやっています。だから、1週間中

で友達と遊べる時間は、5～6 時間で

す。そんなに練習をやっているのだ

から、必ずプロ野球の選手になれる

と思います。そして、中学、高校と

活躍して、高校を卒業してからプロ

に入団するつもりです。そして、そ

の球団は、中日ドラゴンズか西武ラ

イオンズです。ドラフト入団で、契

約金は 1億円以上が目標です。 

 僕が自信のあるのは、投手か打撃

です。去年の夏、僕たちは全国大会

に行きました。そして、ほとんどの

投手を見てきましたが、自分が大会

No.１選手と確信でき、打撃では、県

大会４試合のうち、ホームラン 3 本

を打ちました。そして、全体を通し

た打率は 5 割 8 分 3 厘でした。この

ように、自分でも納得のいく成績で

した。 

 そして、僕たちは、1年間負け知ら

ずで野球ができました。だから、こ

の調子でこれからも頑張ります。 

 そして、僕が一流の選手になって

試合に出られるようになったら、 

お世話になった人に招待券を配っ

て、応援してもらうのも夢の一つで

す。 

とにかく、一番大きな夢は、プロ

野球の選手になることです。 

愛知県西春日井郡とよなり小学校 

六年二組  鈴木一朗 

 

夢は実現する。強い気持ちを持っ

ていれば必ず実現する。イチローだか

ら実現したのではありません。実現す

るように頑張った結果です。 

みなさん、がんばりましょう！ 

まずは夢をもちましょうね。 

 (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。 
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