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2015 年今年もよろしくお願いします。
かながわクラブは今年で創立 37 年目を

今、グラウンドでは･･･

Top

迎えます。これまでクラブに関わって頂いた

1 月 18 日県リーグカップ決勝戦

多くの方々に改めて感謝するとともに、40 年、 みなさま、明けましておめでとうございます。
50 年、、、と継続していけるように、もう一度

TOP チームは、県リーグ戦終了後からカ

原点である『サッカーを通して、一人ひとり

ップ戦を戦っています。予選リーグでは 2 勝

の可能性を伸ばす・自立した人間に育て

し、1 位となり、各予選リーグの 1 位同士のト

る・人と人をつなぐ』クラブであり続けたいと

ーナメントが行われております。12 月 21 日

強く思っています。

には FC グラシア相模原と 1 位トーナメント 1

やりたいことはたくさんありますが、その長
い歴史に恥じない活動として、かながわクラ

回戦が行われ、2－0 で見事に勝利し決勝
戦へ駒を進めることができました。

ブの持つ potential(理念と経験値と人材)を

決勝戦は 1 月 18 日(日)19:30～ かもめ

最大限に活用して、クラブとしてやるべきこ

パークにて、フットワーククラブと優勝を争い

と、やれることを今年も追い求めて、実践し

ます。県リーグカップの優勝は 2011 年度に

ていきます。

1 度ありますが、それ以来県リーグの成績が

本年もよろしくお願いいたします。

飛躍的に延びたげんのいい大会でもありま

大会・公式戦結果

す。2 月からは天皇杯予選を兼ねた神奈川
県社会人サッカー選手権大会も始まります。

Top

カップ戦で優勝し弾みをつけて、神奈川県

<県リーグカップ＞
vs グラシア相模原

2-0 ○

社会人サッカー選手権に臨みたいと思いま
す。

Youth

今年もぜひ TOP チームの試合に足を運

<クラブユースリーグ>
vs SC 相模原

1-2 ●

んでいただき、応援していただけるようお願
いいたします。

Junior Youth

HP

＜U-13 リーグ＞
vs 柏ヶ谷中

0-1 ●

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

（中本 洋一）

vs Vida スポーツクラブいさま 0-4 ●
Youth

＜U-15 リーグ＞

新年あけましておめでとうございます。今

Papas

年も宜しくお願いいたします。

【県議長杯】
vs 鎌倉 40OB

4-0 ○

昨年末の 12/26 の対 SC 相模原戦で県ク
ラブユースリーグのリーグ戦が終了いたしま

【市 交歓試合】
vs K クラブ

0-3 ●

した。リーグ戦の結果は 1 勝 3 敗となりまし
たが、負けた試合の中にも良い時間帯や、

1
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強豪相手にも出来るようになったことが多々
見受けられました。特に最終戦の対 SC 相

小6

ます。本来であれば、お会いして説明し
なくてはならないところですが、休部中

＜神奈川県大会＞

模原戦ではラインを高く全体的にコンパクト

年始早々に県大会が始まります。横浜

の方々は大変な時期であることや、県

に保ち、キーパーを中心に相手の攻撃をよ

市以外の神奈川県内のチームと対戦で

大会、神奈川区選手権と公式戦が続く

くしのぎ、カウンター気味のシンプルな攻撃

きる貴重な機会です。また、小学生最後

ことなどから、先ずは紙面上でのご案内

で何度も好機を演出することができました。

の大きな大会でもありますので、チーム

となることご了承お願い致します。日程

結果的に得点は 1 で、後半の試合終了間

で一つになり一つでも多くの試合が経

については概ね確定しておりますが、金

際に 1 失点を喫し 1-2 の敗戦となりました

験できることを期待しております。今回

額等の詳細については別途ご案内差し

が、、チームとしても個人としても確実に成

は 6 年生全員で大会に参加しますが、

上げる次第です。6 年生の選手達が遠

長できていると実感することができました。1

試合展開や人数の関係上、出場できな

く離れたサッカー仲間との約束を果たす

月も県クラブユースリーグの同順位戦や今

い選手もいるかもしれません。出場する

には、保護者の方々のご協力が必要で

年度から新しく始まる「新人戦」と公式戦が

選手は出場できない選手の思いを感じ

す。サッカーをしていればいつか繋がる

続きます。この良い流れを途切らせることな

ながらプレーして欲しいです。また、出

ことができる。小学生年代に遠く離れた

く、さらに一戦一戦成長していけるよう皆で

場できない選手は出場できなくてもチー

場所に家族から離れて行動する。そうい

モチベーションを上げて取り組んでいきまし

ムに貢献できることを見つけて率先的に

った印象に残る貴重な経験から、この時

ょう。

行動して欲しいと思います。

期にしか感じられないことを感じてもらう

(豊田 泰弘)
Junior Youth
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

為にも、経済的にはご負担をお掛けしま
＜神奈川区少年サッカー選手権＞

すが、是非とも保護者の皆様にはご賛

1/24 から神奈川区少年サッカー選手県

同頂き実現したいと考えております。以

大会が始まります。現時点では組み合

上、よろしくお願い致します。

（益子 伸孝）

今ジュニアユースでは守備のトレーニング

わせは決まっていませんが、1/10 に抽

をしていますが、12 月の U-13 リーグやトレ

選会があります。神奈川区のチャンピオ

ーニングマッチではその成果が出始めてい

ンを決めるトーナメント方式の大会で、

新年あけましておめでとうございます。昨

ます。以前の試合に比べ、非常に失点が減

本当の意味で 6 年生最後の大会です 1

年中もクラブの活動にご理解・ご協力いた

っています。

回勝てば休部中の選手達も帰ってきま

だきましてありがとうございました。

しかし、まだ「予測」や「負けない気持ち」
がかけているところがあるので、出足の速い

すので、初戦に全力でのぞみましょ
う！！

このトリコロールが配布される頃には、市
長杯の 1 回戦が終了している頃かもしれま
せんが、試合に出場したメンバーは力を出

チームには苦労させられます。
普段の練習時のゲームから高い意識をもっ

小5

＜卒業記念遠征＞

し切れたでしょうか。年末からの交流戦やト

て望み、常に激しいプレーをすることにより、 卒業記念遠征については、当初、春休

レーニングを見ていると、だいぶ目の前の

改善できることです。

みにと思っていたのですが、3/21 に白

相手と戦える選手や、考えてプレーできる

日ごろから何気なくこなすのではなく、常に

幡小の卒業式がある為、春休み前に実

選手が増えてきている印象があります。ただ、

自分を厳しく追い込んで練習しましょう。

施したいと考えております。例年、近隣

一発勝負のトーナメント戦で力を出し切る難

1 月も公式戦がかなり入ってきます。失敗

での 1 泊の遠征でしたが、夏に福岡から

しさはあります。勝った場合でも負けた場合

を恐れずに練習の成果を試してみましょう。

遠征に来られた「わかば FC」の選手達

でも次に繋げられるよう、何が出来て何が出

失点が減れば勝利する可能性も高くなりま

と仲良くなり、そこで交わした約束を実

来なかったのか、さらに次に良くするために

す。「負けない気持ち」で試合に臨みましょ

現する為に、3/13 夕方出発～3/15 夜

はどうするべきかを考え、引き続き取り組ん

(高田 成典)

帰宅の日程で福岡遠征を計画しており

でいきましょう。

う。

2
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対外試合で他チームの相手と試合するこ

らプレーをしているか、そして何よりも「走る」

言った声も聞かれましたが、「大人を本気に

とは非常に楽しいし、練習と同様に上達・成

「戦う」を終了の笛が鳴るまで徹底できるか、

させたのは、君たちの技術が向上した証だ

長するための重要な要素の一つであると考

これらを自問自答してみてください。もし、ど

からだ！」ということを子ども達には話しまし

えております。本来であれば公式戦であろう

れか一つでも足りていないと感じるものがあ

た。実際に子ども達の成長を感じていただく

が練習試合であろうが、どんな試合であれ

れば、改善に向けて次の練習から全力で取

ことはできたでしょうか？

目の前の試合に全力で取り組めることが理

り組んでみましょう。みなさんの頑張りに期

【子どもの自我が芽生えると…】

想だと思います。そういう意味では我々大人

待しています。

子ども達も 3 年生ぐらいになると低学年の

が必要以上に公式戦の意味や重要さを上
げたりすることなく、どんな試合にでも目の

頃とは異なり、保護者の方々には、なかなか
【基本の徹底】

活動をご覧いただく機会も減ってきます。特

前の試合に全力で取り組めるような環境・チ

12 月から、良い体の向きをつくることに焦

に、港北小学校での練習に関しては、それ

ームにしていきたいと考えております。とは

点を当てたトレーニングを行っています。時

は顕著に表れます。保護者の方々の関心

いえ、トロフィーや賞品が出たり、順位が決

には選手の動きを止めて、「なぜ」という疑

が薄れるというよりは、子ども達の自我が芽

まる大会はやはり盛り上がるし楽しいもので

問を投げかけながら、敢えて細かな指摘を

生えてきて、恥ずかしさから子ども達が自分

す。限られた選抜メンバーだけに経験させ

しています。これまで、プレーの優先順位に

の姿を見てほしくないという気持ちになり、

るのではなく、皆に均等になるべくそれぞれ

ついて伝えてきましたが、最初に何を目指

親御さんに「見に来るな！」ということが原因

のレベルにあわせた機会が設けられるよう

すかというテーマは良い体の向きをつくるこ

と思われます。

に、今後も可能な限り招待杯などに参加し

とと深く関わっています。今まで積み重ねて

しかし、子ども達の本心はどうなのでしょう

たり、企画していきたいと考えております。

きたことをリセットすることなく、一つずつ積

か？人は過度に干渉されることは、勿論、

(豊田 泰弘)

み上げていってください。基本の質が高け

嫌うのでしょうが、適度に自分には関心を持

れば高いほど、プレー中により多くの選択

ってほしいという気持ちが必ずあります。人

肢を持つことができ、より速く、そしてよりスム

は無視されることが最も悲しく辛いということ

ーズなプレーができるようになります。トレー

もよく耳にします。周囲の友だちや親に対

ニング中にプレーを止められてしまうことで

する照れや甘えから、多少、強がってみたり、

小4
【県少年選手権（低学年の部）】
1 月 12 日から県少年選手権がスタートし
ます。今大会はトーナメント形式で行われる
ことから、選手を選抜して臨むことにしました。
今回エントリーされたメンバーは、まさにクラ

ストレスを感じることがあるかもしれませんが、 虚勢を張ったりする子どももいますが、親に
もう少しの間、コーチにつきあってください。

適度に関心を持たれることを嫌がる子どもは

（鈴木 章弘）

いないと思います。ですから、是非、保護者

ブを代表してピッチに立つ選手たちです。
ピッチの上ではもちろんのこと、試合に臨む

小3

の皆様には、機会があれば、試合の応援だ

までの準備段階から高い意識を持って取り

【成長を実感いただけましたか？】

組んでほしいと思います。まずは、初戦突

去る 12 月 23 日(火)に、かながわクラブ恒

破に向けて、選手一丸となって戦いましょ

例のクリスマス・フェスタということで親子サッ

う。

カーが催されました。当日は天候にも恵ま

一方、今回はメンバーに入ることができな

れ、そして多くの保護者及びご家族の皆様

かった選手たちも、下を向く必要は全くあり

の参加により大いに盛り上がった親子サッ

ません。ボールを扱う技術的な面に限れば、 カーが実現しました。保護者の皆様方には
それほど大きな差はないと感じています。サ

積極的にご参加いただき有難うございまし

ッカーがチームスポーツであることを今一度

た。結果的には、なかなか子どもチームは

思い出し、チームのためにどれだけ汗をか

大人チームには敵いませんでした。子ども

いているか、次の展開を予測して考えなが

達からは悔し紛れに「大人気ない！」などと

3

けでなく、港北小学校での活動もご覧いた
だければと思います。
【相対評価ではなく絶対評価を】
その際には、他所の子と自分の子とを比
較しないことを、保護者の方にはお願いした
いと思います。あくまでも自分の子が以前と
比べてどれくらい成長したかということだけ
を見るようにしてほしいところです。他の子と
比較しての相対評価ではなく、自分の子が
サッカーを始めた頃から、あるいは 1 ヶ月前
より、どれくらい上達したかという絶対評価を
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お願いします。

ゴールを目指しながら、ボールを運んで最

位チームによるトーナメント戦)があります。

子どもたち一人一人の成長の度合いは

後はゴールする。まだやりはじめたばかりな

交流戦も出来る限り組んでいきます。いろい

千差万別です。早熟の子もいるでしょうし、

ので守備の所では、相手に突っ込んで行く

ろな試合機会を通して、全員が自分のいろ

晩生の子もいるでしょう。また、「上には上が

だけの守備、攻撃の所では、どこを目指し

いろな場面でのプレーを磨いて欲しいと願

いる」のも事実です。大切なのはサッカーが

ているのかわからなくなってしまっていること

っています。

上手くなるために、努力する気持ちを持ち

が多く見られます。また相手をかわして誰も

続けることが出来るかどうかです。昨日より

いないゴールにシュートするだけでも、外し

上手くできたことを褒めてあげてください。

てしまうシーンが見られます。その精度を上

【サッカー好きの子どもを育てたい！】

げるにはドリブル、パス、シュートの基礎技

2006 年から 8 年間、中山監督体制で挑んで

術を少しずつあげていくしかありません。3

きた Comp ですが今年度より新体制でのス

そこで鍵となるのは「サッカーが好きかど

（浜野 正男）
Papas
Comp2014 年を振返って

うか」ということです。サッカーが好きな子は、 年生になるまでに基礎技術を少しでも高め

タートとなりました。

目標を持って、多少の辛さを乗り越えて努

まずは 2006 年からの中山監督体制の足跡

ていきましょう。

(堀内 慶太)

力をすることが出来ます。親のために、ある
いは自分の意志でなく親に無理やりサッカ
ーをさせられている子は、些細な挫折に耐
えられずに、不幸にもサッカーから離れてい
ってしまいます。かながわクラブの指導者は
子ども達にサッカーを好きなってもらえるよう
な指導を心掛けています。
しかし、悲しいかな、私たちの指導にも限界
もあります。そこで、保護者の方々の適度な
関わりや声掛けが同時に必要になるのです。
関心を持っていることを、さりげなく表現する
こと、例えば、練習を見て気付いた些細なこ
とを具体的に褒めることをしてください。また、
他の子と比較をして欠点をあげつらうことや
過度な干渉をすることは避けてください。こ
うした適度な関わり方を保護者の方々には
お願いして、年頭の挨拶とさせていただきま
す。本年も宜しくお願いします。

（佐藤 敏明）

小2
皆様、明けましておめでとうございます。

幼児・小 1

をご紹介したいと思います。
2006 年 3 部 2 位 2 部昇格

明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願いいたします。
2015 年の活動は 12 日からとなりますが、

2007 年 2 部 6 位
2008 年 2 部 11 位 3 部降格
2009 年 3 部 優勝 2 部昇格

2 年目を迎えるにあたり、今年の目標を掲げ

2010 年 2 部

ておきます。昨年の４月より、ボールを使っ

2011 年 2 部 4 位

て体を動かす、ボールを運ぶ・蹴る・止める、 2012 年 2 部 10 位 入替え戦敗戦
仲間と一緒にボールを奪う、ゴールを奪うこ

2013 年 3 部 優勝 2 部昇格

とを通して、体を動かす楽しさとボールコント

3 部に降格した翌年は、2 回とも優勝して 2

ロールの楽しさを味わい、同時に難しさを体

部に返咲いてきました。

験して来ました。今年は、サッカーの楽しさ

さて 2014 年ですが人数的には前年から 6

をさらに味わえるように、転がっているボー

人減 2 人増の 22 名でのスタートとなりまし

ル、バウンドしているボール、腰や胸や頭の

た。

高さのボールをコントロールして、パス・ドリ

全体人数では 4 人減となりましたが、新体制

ブル・シュート・キープといった、次にスムー

になったこともあり新規認定審判員取得者

ズにつなげるプレーの習得を目指していき

が 8 人と皆でチームを運営していく意識が

ます。それにより、ドリブルからのシュート、

当初からあったチームでした。

味方へのパス、相手からボールを奪われな

初戦の川崎シニア（前年度議長杯優勝）に

いプレーが生まれてきます。

1-2 の惜敗から始まり 3 連勝で盛返すも次

筋力、持久力、敏捷性などは学年が進む

節この時点で 1 位の多摩クラブに 0-1 でま

本年もよろしくお願い致します。

につれてどんどん伸びてきます。今のうちに

たも惜敗で前半戦を終了。

12 月は、引き続き基礎練習と１対１、１対２な

身に付けておくべきこと＝ボールコントロー

後半戦は初戦のオフサイドに敗戦から始ま

どを練習しました。１対 1 の守備のテーマは

ルを重視して、さらにいろいろなトレーニン

るもその後またも 3 連勝で残り試合を 2 連勝

しっかりと相手の前に入って邪魔をしながら

グを行っていきます。

すれば 1 部への自動昇格が見えてきたとこ

ボールを取りに行くこと。攻撃のテーマは、

２年生は、秋に市の公式戦(リーグ戦と上

4

ろで県庁に 1-2 で敗戦。サッカーの厳しさを
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痛感したゲームでした。最終戦は人数の少

げに入るぞと、朝、目覚めると、なにかいつ

進して参りたいと思います。本年もどうぞ宜

ない栄光クラブに大勝し、7 勝 4 敗勝ち点 21

もと体の調子が違います。重たい、だるい、

しくお願い申し上げます。

で全日程を終了。順位は他のチームの結

動きに切れがない。おかしいなと体温を測

金曜夜の白幡ヨーガは９日からスタートです。

果待ちとなり試合会場を後にして大口駅前

ってみると、なんと 38.8 度もあるではないで

生徒さん、スタッフの皆さんにお会いするの

の中華料理店で打上げを開催。打上げ開

すか。そうです。インフルエンザに罹ってし

がとても楽しみです。皆様にとって、実りある

催中に勝ち点 19 のオフサイドが引分けの連

まったのです。それも、年越しインフルエン

楽しい一年となりますように。

絡が入り勝ち点で逆転して今までの 2 部最

ザです。もう、どうしようもありません。体は動

高順位の 3 位でリーグ戦を終了。チーム全

かないし、無理して出かけて菌をばらまくこ

員で勝ち取った 3 位です。

とになってもマズイです。

入れ替え戦は 1-3 の完敗でした。応援に集
まっていただいた皆様方ありがとうございま

というわけで寝正月となってしまいました。

した。力及ばず申し訳ございません。

助けてくださった方々、本当にありがとうござ

来シーズンこそは自動昇格目指して頑張り

いました。ばっちり休んで、年始のレッスン

ます。

には張り切って仕事ができるようにしたいで

来シーズンの Comp は、グランド取得をは

す。これで全部今年の厄は落ちたはず。あ

じめまだまだ課題満載です。メンバーの皆さ

とは良い事ばかりの一年がまっているに違

んは自分ができる役割を見つけてください。

いありません。

メンバー皆様の支えがあっての Comp です。 相変わらず、こんな私ですが、今年もどうぞ
こんな Comp に参加したいダンディーなオヤ

よろしくお願い申し上げます。

ジ募集中です。奮ってご応募よろしくお願

(伊藤 玲子)

いいたします。

ヨーガ（金曜日クラス）
（瀬長 義男）

ヨーガ（水曜日クラス）
「謹賀新年」

「本年も宜しくお願い致します」
皆様、明けましておめでとうございます。年
末のお休みは毎朝、ヨーガに筋トレをくわえ

あけましておめでとうございます。

て１日を過ごしておりました中川です。おか

年末年始、みなさまはいかがお過ごしでし

げさまで身体軽く新年を迎えましたが、やは

たでしょうか。イベントも多いこの時期、きっ

り集まりの多い年末年始、胃腸はやはりオ

と充実した楽しい時間を過ごされたことと思

ーバーワークでございます。昨年同様、白

います。

湯やお粥、断食で胃腸を労おうと思いま
す。

私はといいますと、28 日にお餅つき、30 日

私事ながら 11 月に転居し、新居で初めての

には、お正月用のお花を飾り、畑にて野菜

お正月となりました。ほんの近所に小高い

の収穫をし、着々とお正月の準備をしており

山があり、てっぺんには神社があります。見

ました。採りたての大根で紅白なますを作っ

事な竹林に囲まれ、澄んだ空気が感じられ

たり、行きつけの横浜橋のお魚屋さんで仕

る神社。転居してきた時も、もちろん初詣も

入れた数の子で松前漬を作ったり。

伺いましたが、いつも見守って頂いているよ
うな感じがしております。

そして、迎えた大晦日。おせち料理の仕上

皆様への感謝の気持ち忘れず、今年も精
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（中川 有香）
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☆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。

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/kanaga

http://www.kanagawaclub.com/HB/
youji_shougakusei.html
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