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学生時代(中学)よりサッカーをやってお

大会・公式戦結果

り、それなりに知っているつもりでした。

Top

しかし、彼らと共にコーチをする度に、

【県社会人リーグ 1 部】

自分の楽しみの為のサッカーと、指導

▼開幕戦
vs 初声 SC

するサッカーとが如何に違うかを思い
2-2(前半 0-2) △

【得点】松本(後半 16 分)、高原(後半 36 分)

知らされた感じがしました。ましてや、自
分の子供も満足に躾、教育も出来てい
ないのに、他のお子さんを預かり指導

小6

する事の難しさは計り知れません。

【横浜市春季少年サッカー大会 L の部】

私の若い頃のスポーツは、体育会系

vs 西本郷 FC

0-0 △

の指導方法が主体で、コーチ・指導者

vs 和泉 FC

3-0 ○

の言うままに疑問も持たず従うことが上
手くなり、強くなる事と信じてやって来ま
した。ところが、若い 3 人の指導方法は

小4
【横浜市春季少年サッカー大会 LL の部】

まるで違っており、子供達に、如何にサ

▼A チーム

ッカーを楽しく行うか、又子供自身の考

vs もえぎ野

0-2 ●

えで何をする事が一番良い方法かを見

vs 横浜東

0-3 ●

つけさせるための指導方法でした。

vs 霧が丘

0-4 ●

しかし、小学校低学年より子供自身

vs 鶴ヶ峰

0-2 ●

で「全て自分で考えてサッカーを行え」
と言っても無理があり、その道筋をつけ

『かながわクラブと私』 第２回
私と「かながわクラブ」との関わりは、
1976 年当時、私の息子(現益子コーチ)
が銀嶺幼稚園の園児で、サッカー教室
に入りボールを追い回しており、幼稚園
担任の先生より「サッカー教室の手伝
いが出来ませんか」のお誘いに乗り、コ
ーチの一員に加えて頂いたのが始まり
でした。

てやる事がコーチの仕事と考え実行す
る事となりました。低学年では基本的な
技術を身に付けることを主体にドリブ
ル・トラップ・リフティング・正確なキック
等「ボール扱い」が中心の練習を行っ
てきました。しかし、子供達はそれだけ
では面白くありませんので、練習の最
後の方では、対人練習、ゲーム形式を
取入れ「競う」事も徐々に増やしていき
ました。低学年は基本練習が主体のた

当時、コーチ陣は大学生の永井洋
一さん、浜野正男さん、佐藤敏明さん
の三人が主体で、平日、休日に関わら
ず熱心に指導をされていました。私も

1

め、対外試合では殆ど勝つことが出来
ませんでした。しかし、高学年になって
来ると、子供自身が考え、ゲームを組
み立てるようになり、徐々に勝つことが
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できるようになってきました。私も親とし

「夢」を聞いてもらい、公私ともにお付き

のサポーターの方に来ていただいてあ

て同じですが、親の見方は「対外試合

合いいただき、そして、社会人・大人と

りがとうございました。次の試合では必

で勝つ事」が絶対でした。当時殆どの

して行動する上での常識や判断力を何

ず勝ちゲームを見ていただきたいと思

親から「かながわクラブは何故勝てない

度も教えていただきました。

っております。

のか。指導方法に問題が有るのでは無

二人で臨んだ「1985 年全日本少年

いか。」等々問題提起が多く出されまし

サッカー大会」の県予選決勝トーナメン

す、ぜひ皆さんも応援に来てください。

たが、その都度「かながわクラブ」の指

ト準々決勝で、PK 戦の末に敗れた悔し

【TOP チームホームページ】

導方法を説明し理解を得るよう努めまし

さが今も忘れられずにいます。

た。

今年の TOP チームは何かが違いま

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

帰国されたら、港北小学校で一緒に

1976 年に、永井コーチを代表とし「か
ながわクラブ」を発足し、港北小学校の

(浜野 正男)

くのコーチの方々と一緒に指導を行い、
沢山の出会いを経験し、2002 年まで何
らかの形で「かながわクラブ」と関わって

Youth
昨年度からオンザピッチ、オフザピッ

グランドを中心に活動を開始しました。
その後内田コーチ(現代表者)を始め多

（中本 洋一）

ボールを蹴りたいと思います。

今、グラウンドでは･･･
Top

チともに問題の多いチームでしたが、
やっと少し変化が見えてきたところで
す。

【2012 年度県リーグ開幕】

そんな中、素早い攻守の切り替えの

まいり、私の一つの財産ともなりました。

今年も 4 月 22 日に神奈川県リーグ 1

意識をいつも要求していましたが、（特

その後仕事の関係でタイ国駐在となり、

部が開幕しました。開幕戦の相手は、

に守備への切り替えの）要求がきつくな

現地で駐在員のお子さんを集め「シラ

昨年苦杯した初声 FC でしたが、2-2 の

ると精神的にも体力的にも続かないの

チャＦＣ」を作りサッカーに関わった活

引き分けに終わりました。

で、柔軟に対応しています。

動を続けました。齢 70 に間もなくなる状

高田新監督の初采配のゲームは、

攻撃については、止める・蹴るはもち

況で「シラチャＦＣ」は後任の若いコー

開始早々に失点、前半のうちに追加点

ろんですが、「相手」「味方」「スペース」

チに任せ、今はサポーター感覚でサッ

を入れられて 0-2 で折り返しました。ハ

を常に見て、自分が三人目になれるよ

カー観戦をしております。

ーフタイムでは高田監督はこの相手に

う意識させるポゼッションを多く行って

「かながわクラブ」発足以来私、息子(現

簡単に負けるわけには行かない、気持

います。メンバーが少ないためゲームを

益子コーチ)、孫(小 6、現クラブ員)と三

ちを切り替えていくことを選手にアドバ

多く組めないので成果が見えづらく、普

代続いて「かながわクラブ」にお世話に

イスしました。後半 16 分に今年から新

段の練習量が少ないうえに、練習に来

なっているのは我が家だけかなと思い

加入のボランチ松本の FK が直接決ま

たり来なかったりする選手もまだいるの

ながら、今後も「かながわクラブ」の発展

り、続いて後半 36 分には、昨年から加

でなかなか前に進みませんが、時間を

を祈りつつ、微力ながら今まで以上の

入している右サイドバック高原のペナル

かけ我慢強くやって行きたいと思いま

応援をして行きたいと考えています。

ティーエリア外、右 45 度から左足のミド

す。
(高 勝竜)

次回は、私の女房の益子直美に、母

ルが見事に決まり同点。特に後半の戦

親としての関わり、又コーチの手伝いを

いは、高田監督の交代のタイミングも決

してきたこと等、当時の思い出を含め寄

まり、かながわクラブのペースで進んで

サッカーは一つのボールを、いかに

稿してもらいます。

勝ててもおかしくない内容でした。しか

多く相手のゴールに入れるかで勝負の

い、貴重な勝ち点１を得ることができ、

決まるスポーツです。どんなに強力な

今後の試合に弾みがつきそうです。

攻撃陣を持っていても、ボールを奪え

(益子 伸二)

益子コーチには、大学生の我々が

また、当日は雨にもかかわらず、多く

2

Junior Youth

なければ攻撃することはできません。ま
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た、もし相手チームにメッシのような破

てキックします。蹴り方については選手

の後に行った、靴ひものほどき方と結

壊的なドリブラーがいても、ボールに触

たちにお任せなので、インフロントキック

び方・荷物の管理の仕方などを今後の

れさせなければそんなに脅威ではなく

やインステップキック、中にはチップキッ

練習・試合会場でも意識をしてやって

なります。なので、まずは守備から始ま

クまで、実にさまざまなキックが見られま

みましょう。出来る様になるとまた一回り

ります。「ゴールを守る」というよりは「ボ

す。このように、まずは止まったボール

成長できますよ。期待しています！！

ールを奪う」という、積極的な考え方で

を蹴ることからはじめ、徐々に難易度を

す。そのためのトレーニングを、個人レ

上げていき、最終的には実際のゲーム

小 4

ベルから始め、グループでの戦術、そ

の中で使えるキック（シュート、低くて速

【春季大会】

してチーム戦術へと発展させていきま

いパス、クリア、サイドチェンジなど）に

す。

発展させていきたいと考えています。

トレーニングは「習慣づけ」のために

（鈴木 章弘）

（丸山 祐人）

原稿を書いている時点では結果が
分かりませんが、このトリコロールが皆さ
んの手元に配られる頃にはブロックリー

行います。決して難しくはないですが、

小 5

グの結果が出ていると思います。「勝つ

かなり細かいことを要求していきますの

【丸山コーチの趣味】

こと」はサッカーにおいて非常に重要な

で、慣れるまでは「頭が疲れる」状態に
なるかもしれません。あれもこれも一度
には身につきませんから、時間をかけ

興味がないかもしれませんが趣味の
話を書かせていただきます。笑

要素だと思います。ですが「勝てばいい」
とは大きく違うと思います。私は選手達

こうみえてサッカー・フットサル以外に

が勝利を目指す過程が重要だと考えて

も音楽鑑賞(クラシックを含む)・散歩・ス
すが、着実に成長している選手たちに、 ニーカー収集・読書・カフェ巡りなど、こ
是非注目してください。
れ以外にもまだまだ趣味をもっていま

います。公式戦を通して勝利に対する

てやっていこうと思います。少しずつで

（内田 佳彦）

小 6

す。

喜び、難しさ、意欲等等、「勝負」という
ものがいろいろ考えさせてくれる時もあ
ると思います。チームとして思うような結

その中でも音楽を聴きながらの読書

果が出なかったかもしれませんし、個人

3 月から、基礎トレーニングの際にキッ

は最高です！！クラシックはリラクゼー

としても思う様に上手くいかなかったか

クの練習を行っています。15 メートル先

ション効果がありプロスポーツ選手も試

もしれません。しかし、そこで何故出来

の目標に向かってボールを蹴り、右足

合前に聞いていると聞きました。ちなみ

なかったのか？を考え、今度は上手く

で当てたら左足で、左足で当てたらま

に丸山コーチのおすすめはドヴォルザ

いく為に○○なところを練習しよう！！

た右足で、これを 20 分から 45 分ほど繰

ークの交響曲第 9 番ホ短調作品 95『新

とか、もっと毎日ボールに触りいつか思

り返します。単調だからこそおもしろい

世界より』第４楽章です。選手のみなさ

うようなプレーをしてみたい！！とか、

のか、皆、黙々と取り組んでいます。ボ

んもサッカー以外の趣味も見つけてみ

チームとして勝ちたいからみんなで話し

ールタッチやボールフィーリングなども

てください。きっと良い息抜きになります

合おう！！等とほんの少しでも意識を

そうなのですが、やはりキックも“蹴る”こ

よ。趣味が合う保護者の方も話しかけて

変わっていくことが大切だと考えていま

とでしか上達しません。実際、少しずつ

ください！！お待ちしております。

す。ですので、勝ったから良い、負けた

成果も現れており、最近では 3 回以上

【やってみましょう】

から駄目ではなく、勝利を目指す上で

連続で当てる選手も出てきています。こ

先日の練習試合では、「グラウンドを

サッカーをもっとやりたいという風に少し

の的当ての次に行うのは、ビブス当て

広く使ってプレーをする」をテーマにし

でも思ってもらえたらいいなと思います

ゲームです。ゴールに見立てた壁の右

てゲームに臨みました。なかなか 1 回で

し、そういった意味でも大会に参加した

上と左上にビブスをかけ、同じく 15 メー

習得できるものではないので、日頃の

意味は大きくあると思います。

トルほど離れたところからビブスを狙っ

練習から意識をして取り組んでもらいた

保護者の皆様においても、そういっ

いと思います。また、先日の練習試合

た少しの意識の変化を見つけて頂くこ

3
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とで、新たな楽しみを発見してもらえた

良い経験になりました。相手を良く見て

協力いただきますよう宜しくお願い申し

らと思います。

ドリブルでかわしたり、混戦には参加せ

上げます。

【今後は】

ずフリーな位置でパスを待ってみたり、

(豊田 泰弘)

懇親会や審判部主催イベント等、今

またそのフリーな味方を見つけてパスを

小 2

後も楽しいイベントが目白押しの様で

出してみたりと、皆それぞれに成長した

【ホームグラウンド】

す。また、クラブ主催では夏の白馬合

姿を見せてくれました。ただ一方で、集

やっと新学期になり、ホームグラウンド

宿等も予定しております。この間ながれ

中せず足が止まって試合に参加してい

に帰ってくることができました。改装工

てしまった清水遠征等、今後もみんな

なかったり、積極的にボールを追いか

事の結果グラウンドが少し小さくなった

にいろいろな経験を積んでもらう為に、

けることができなかったり、来たボール

気がしますが、土が良くなりけがをしに

いろいろなところで活動できればと考え

を何も考えずに蹴り返してしまったりと、

くくなるようにも思えます。そして、無料

ております。

相変わらずの課題も多く見受けられま

体験期間も終わり、新たな仲間も加わり

保護者の方々には、お弁当作り、応

した。普段の練習でできないことは試合

ました。このメンバーで今年度も楽しく

援、審判、大倉塾(笑)等でご協力頂か

本番で急にできるようになることはまず

サッカーができたらと考えています。

なくてはなりませんが、これからもどうぞ

ありません。普段の練習から集中して本

【チームの在り方】

よろしくお願い致します。

気で取り組んでみてください。
(益子 伸孝)

また、この 4 月から試合をする際には

学年が１つ上がり、秋に大会があるこ
とによって目標を定めやすくなり、練習

小 3

フォーメーションの話をしており、ほとん

メニューを考えるのも大変です。しかし、

【平日練習について】

どの試合において自分たちでポジショ

練習で個人のスキルが上がったとして

4 月より平日練習が始まりました。水

ンを決めてもらっています。少しずつポ

も、なによりチームとして成長していか

曜日と金曜日の平日練習では 3・4 年

ジションを意識してグランドを広く使うき

なければ大会で勝ち続けることはでき

生混合でチームを組み、時間の限りひ

っかけにしてほしいという意図がありま

ないと考えています。そのことを考える

たすらミニゲームを行います。当初は上

す。まだポジションについて細かい指

と、最近みんなが自分のグループ以外

手くて元気のある今年の 4 年生と一緒

示を出したり、役割を強制させたりする

の名前を覚えてきていることは、いいこ

だと委縮してしまうのでないかと正直心

つもりはありません。当面の目標は引き

とだと思います。ですが、いろんな人と

配しておりましたが、始まってみると多く

続き個人技術の向上及び 1 対 1 の強さ

仲良くなることはいいことなのですが、

の子たちが全く臆することなくどんどん

を身に付けることとし、練習から取り組

それに伴い練習中におしゃべりが多く

勝負を挑んでいて、とても頼もしく感じ

んでいきたいと考えております。

なってきていることも事実です。もちろ

ました。もちろん上手くて速い 4 年生と

今後も区リーグや ROOKIE LEAGUE

ん「するな！」という厳しいことは言うつ

の差はまだ大きいですが怖がらずに、

や練習試合等で定期的に対外試合の

もりはありませんが、話しに夢中になり

上手い 4 年生はどんなプレーをしてい

機会を設けていきます。いずれも一発

しているのかを見て、どんどん真似して

練習をだらだらとやるのは違います。そ
勝負のトーナメントではありませんので、 のように、お互いに足を引っ張り合うの
結果を気にせずどんどんチャレンジし を仲間と呼べるのでしょうか？サッカー

どんどん試してみてください。今後の成

サッカーを思いっきり楽しんでもらいた

だけでなく人間として成長し、本当の意

長が非常に楽しみです。

いと思います。

味での仲間を作ってもらうためにも、お

るのか、負けないチームはどんなことを

【先月の練習試合において】

保護者の皆様には引き続き審判や引

先月は横浜市外のチームとの練習

率や準備等のお手伝いをお願いするこ

試合が続きました。11 人制でしかも広

とになると思います。今後も子供たちが

いグラウンドで試合することができとても

伸び伸びサッカーできる環境づくりにご

4

互いに注意し合える関係を作ってもら
いたいと思います。
（近江 柔）
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幼 児・小 1

クラブワールドカップで３位になり、「な

なお、日中に熱中症にかかった、ある

【ようこそ、かながわクラブへ！】

でしこ」にいたっては世界チャンピオン

いはかかったようだと感じた時は、その

子どもたちの「ヤル気」を強く感じてい に輝き、男女ともに大きな成長を遂げて

日の夜も要注意です。夜になってから

ます。どの子も将来が楽しみな「原石」ば きた日本サッカーにあって、あとに続く

症状が悪化したケースもあるようです。

かりです。90 分も活動していて「飽きちゃ 若い世代にもますます期待が集まって

http://www.japan-sports.or.jp/medicin

った子」が一人もいない！もちろん、スタ います。と同時に、サッカーが「ごく当た

e/tabid/523/Default.aspx

ッフは頻繁に給水タイムを設け、10 分以 り前に生活の一部になっている」ご家庭、 1. 知って防ごう熱中症
上は同じメニューで活動しないように工夫 子どもたちが増えています。毎週子ども

熱中症とは、暑い環境で発生する障

していますが、何よりも驚くことは、子供た たちとサッカーをしながら、サッカー文

害の総称で、次のような病型があります。

ちがコーチの話をきちんと聞いていること 化が定着しつつあることを実感していま

スポーツで主に問題となるのは、熱疲

です。中には、「ちゃんとお話を聞きな

す。そして、かながわクラブの一員とな

労と熱射病です。

よ！」と他の子どもに声をかけてくれる子 った子どもたち全員に、「ますますサッ

熱失神 皮膚血管の拡張によって血圧

もいます。長いこと子供たちを見続けてき カーが好きになって、楽しくなってき

が低下し、脳血流が減少しておこるもの

ていますが、これは、特筆すべきことです。た。」「日曜日が来るのが待ち遠しい！」 で、めまい、失神などがみられる。顔面
保護者の「熱い視線」という後押しもある と感じてもらえる「安全で快適な空間」を
のでしょうが、途中でつまらなくなってお

提供する責任の重さを痛感していま

そう白となって、脈は速くて弱くなる。
熱疲労 脱水による症状で、脱力感、

母さんのところに戻ってしまう子、突然泣 す。

倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などがみ

き出す子、お砂遊びに夢中になる子が一 ※佐藤コーチが足の怪我のため、しば

られる。

人もいません。

らくの間、浜野、他スタッフが担当いた

熱けいれん 大量に汗をかいたときに

先日、30 年前の卒業生(初代小学 6 年 します。よろしくお願いいたします。

水だけしか補給しなかったため、血液

生)が港北小学校に顔を出してくれました。※お知り合いの方で体験希望の方が

の塩分濃度が低下して、足、腕、腹部

いらっしゃいましたら、是非ともお誘い

の筋肉に痛みをともなったけいれんが

「壮年」になっても、顔も名前もすぐに思

い出すことができました。なぜなら、当時 下さい。

おこる。
(浜野 正男)

は、朝から夕方までコーチ全員が全学年

熱射病 体温の上昇によって中枢機能

を担当していたからです。当時の低学年 Papas

に異常をきたした状態。意識障害（反

といえば、｢お砂いじり｣や｢おしゃべり｣に 【熱中症予防 8 ケ条】

応が鈍い、言動がおかしい、意識がな

夢中で、コーチの話なんて聞いてないの

い）がおこり、死亡率が高い。

が当たり前でした。靴を左右履き違えて

例年、熱中症予防については、私がト
リコロールに書かせていただいておりま

2. あわてるな、されど急ごう救急処置

いたり、靴下のかかと部分が靴の上に出 す。昨年も 6 月号に書かせていただい

熱失神、熱疲労の場合 涼しい場所に

ていたり、ボールがなくなった！と泣きつ たのですが、今年はもう一月早く書か

運び、衣服をゆるめて寝かせ、水分を

いてきたり。当時は、それが幼児・小１生 せていただきます。熱中症は良く知っ

補給すれば通常は回復します。

なのだと理解・納得し、トレーニングという ているよという方も多いと思いますが、こ

足を高くし、手足を末梢から中心部に

よりは｢ボールと遊ぶ｣という要素をたくさ

の機会にもう一度認識を新たにされ、

向けてマッサージするのも有効です。

ん取り入れたメニューで指導していまし

幼時から高齢者まで、事故の無いスポ

吐き気やおう吐などで水分補給ができ

た。

ーツ活動をこの夏も楽しみましょう。そこ

ない場合には、病院に運び、点滴を受

【あれから 30 年余の星霜】

で今年も日本体育協会がまとめたスポ

ける必要があります。

ーツ活動中の熱中症予防 8 ケ条をご紹

熱けいれんの場合 生理食塩水（0.9％）

介します。

を補給すれば、通常は回復します。

Ｊリーグがスタートして 20 年。男子は、
4 大会連続でワールドカップに出場し、
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熱射病の場合 死の危険のある緊急事

突然気温が上昇した日や梅雨明けの

節を助ける工夫が必要です。

態です。体を冷やしながら、集中治療

蒸し暑い日、合宿の初日などには事故

8. 体調不良は事故のもと

のできる病院へ一刻も早く運ぶ必要が

が起こりやすいので注意が必要です。

あります。いかに早く体温を下げて意識

暑熱環境での体温調節能力には、暑さ

体調が悪いと体温調節機能も低下し、
熱中症につながります。疲労、発熱、か

を回復させるかが予後を左右するので、 へのなれ（暑熱順化）が関係しています。 ぜ、下痢など、体調の悪いときには無
現場での処置が重要です。

急に暑くなったときは運動を軽減し、暑

理に運動しないようにしましょう。また、

体温を下げるには、水をかけたり濡

さになれるまでの数日間は、短時間の

暑さへの耐性は個人によって大きな差

れタオルを当てて扇ぐ方法、くび、腋の

軽い運動から徐々に増やしていくように

がありますが、次のような人は暑さに弱

下、足の付け根など太い血管のある部

しましょう。

いのでとくに注意が必要です。

分に氷やアイスパックをあてる方法が効

5. 失った水と塩分を取り戻そう

● 体力の低い人

果的です。循環が悪い場合は、足を高

汗は体から熱を奪い、体温が上昇し

● 暑さになれていない人

くし、マッサージをします。症状としては、 すぎるのを防いでくれます。しかし、失

● 熱中症をおこしたことのある人

意識の状態と体温が重要です。意識障

● 持久力の低い人（循環機能も低いの

われた水分を補わないと脱水になり、

害は軽いこともありますが、応答が鈍い、 体温調節能力や運動能力が低下しま
言動がおかしいなど少しでも異常がみ

す。暑いときにはこまめに水分を補給し

られる時には重症と考えて処置しましょ

ましょう。また、汗からは水と同時に塩分

う。

も失われますので 、水分の補給には

で暑さに弱い）
● 肥満の人（学校管理下の熱中症死
亡事故の７割は肥満の人）
(茅野 英一)

また、近くに十分な水が見つからない

0.1～0.2%程度の食塩水が適当です。

ヨーガ

ときは、水筒の水、スポーツドリンク、清

0.1～0.2％の塩分とは、市販の飲料の

【アーユルベーダの知恵】

涼飲料水などを口に含み、患者の全身

成分表示では、ナトリウムが 40～80mg

先日、インド人の先生の講義を受けて

に霧状に吹きかけてください。全身にま

（100ml 中）と表示されています。

きました。内容は「アーユルベーダ」に

んべんなく吹きかけることで、汗による

6. 体重で知ろう、健康と汗の量

ついて。

気化熱の冷却と同じような効果をもたら

毎朝起床時に体重をはかることは、疲

します。これらの液体は冷たい必要は

労の回復状態や体調のチェックに役立

ありません。
3. 暑いとき、無理な運動は事故のもと

アーユルベーダとは、インドに伝わる五

千年の歴史を持つ伝承医学です。中
ちます。また、運動前後に体重を計ると、 国に漢方があるように、インドにはアー
運動中に汗などで失われた水分量が ユルベーダがあります。

熱中症の発生には、気温・湿度・風

求められます。体重の 3%の水分が失わ

どこの国にいても、

速・輻射熱（直射日光など）が関係しま

れると、運動能力や体温調節機能が低

どんな人種でも、

す。同じ気温でも湿度が高いと危険性

下します。運動による体重減少が 2%を

どんな気候にいても、

が高くなるので注意が必要です。また、

超えないように水分を補給しましょう。

人類共通に使える「幸福に生きるため

運動強度が強いほど熱の発生も多くな

7. 薄着ルックでさわやかに

の知恵。」それがアーユルベーダなの

り、熱中症の危険性も高まります。暑い

熱中症予防のために、暑いときのス

所で無理に運動しても効果は上がりま

ポーツ時の服装は軽装にし、素材も吸

アーユルベーダでは、日常の過ごし

せん。環境条件に応じた運動・休息・水

湿性や通気性のよいものにしましょう。

方全般についてのあらゆることが網羅さ

分補給の計画が必要です。

屋外で直射日光がある場合には帽子

れています。

4.急な暑さは要注意

を着用しましょう。また、防具をつけるス

薬や食事についてはもちろん、心の有

熱中症の事故は、急に暑くなったとき

ポーツでは、休憩中に衣服をゆるめて

様についてまでです。基本的に「健康

に多く発生しています。梅雨の合間に

できるだけ熱を逃がし、円滑な体温調

は自分で作るもの」と考えるからです。

6

です。
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具合の悪いところに特化して治療を行

らこのクルマの受難の歴史が始まりま

分でこすったことは数しれず。トランクル

う西洋医学とはかなり視点が異なって

す。

ームが石灰で白くなったこともあります。

います。

横浜国際総合競技場での業務がす

数年前は、リヤゲートを支えるダンパー

私としては、どちらの医学もそれぞれ

べて終わり、真夜中に帰ろうとしてクル

がヘタリ、ゲートを持ち上げていられな

素晴らしい面があると思っています。薬

マに戻ったら、上にある人工地盤からコ

くなりました。木の棒か自分の頭をつっ

剤師として、そしてアーユルベーダと深

ンクリートが雨で溶けてしたたり落ち、

かい棒にして、荷物の積み下ろしをしま

い関わりを持つヨーガを行う者として、こ

左右の窓とドアをベッタリ白く塗ってくれ

した。

れらが生かしあうことができたら、どんな

ました。洗車しても落ちず、くる日もくる

に良いかと思います。新たな可能性を

日もコンパウンドでこすりました。

感じます。
また、ひとつ叶えたい夢が増えまし
た。
(伊藤 玲子)
たわごと

理事長の戯言
2001 年 3 月、W 杯組織委員会への

昨年は何回修理してもバッテリーが
あがってしまう現象が続きました。バッ

その年の暮れにはトヨタカップが国

テリー、ダイナモやセルモーターを交換

立であり、終わって帰ろうと片倉町の駐

してもダメ。結局アース線の不具合でし

車場に戻ったら、ぐるりと一周、コインで

た。

傷をつけられました。見積もりでは、50

今年の 2 月に車検に出しました。前

万円以上と言われたので修理を断念。

日には左前輪がパンクしました。エアコ

今でも傷は残っています。まったくひど

ンも効かなくなっており、クルマが温ま

いことをする輩がいるものです。

っていない時にハンドルをいっぱいに

出向を記念して、オペルのアストラとい

2003 年 11 月、用があってランドマー

切ると、「ガガガッ」っと異音がしました。

うクルマを買いました。ついでにナンバ

ク地下駐車場にクルマを止め、戻った

部品が国内になく、ドイツから取り寄

ーを「2002」にしました。それまでの VW

らナンバープレートがありません。びっ

せました。ようやく諸々の不具合が直り、

ゴルフは、完全にクラブの業務車両と

くりして、すぐに警察を呼びました。少し

車検もとおり、先月の 28 日、久しぶりに

化していましたので、ピカピカの新車に

の間、みなとみらい交番のおまわりさん

戻ってきました。

心も浮かれ気味でした。

が作ってくれた段ボールのナンバープ

その年の 5 月、W 杯のプレ大会とし

レートで走りました。

て、コンフェデレーションズカップが開

その後、現場に戻って荷物を運ぶよ

かれました。準決勝のオーストラリア戦

うになってから、これも完全に業務車両

は豪雨の中行われましたが、その時か

になりました。当て逃げされたことや自

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
7

10 年以上、10 万キロ以上乗ってきた
クルマです。色々ありましたが、本当に
よく頑張ってくれました。あと 10 年、頑
張ってもらおうと思います。
(内田 佳彦)
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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

☆ハンドブックについて☆
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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