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新年度の担当スタッフについて 

【サッカー・スポーツクラブ運営スタッフ】 

■サッカークラブ代表： 豊田 泰弘 

カテゴリー 担当 

幼児・小 1 浜野 正男 

小 2 嘉手納 大輝 

小 3 栗城 聖也 

小 4 佐藤 敏明 

小 5 菊地 健志郎 

小 6 豊田 泰弘 

平日小学生 

竹沢 一弘 

新田 友和 

栗城 聖也 

豊田 泰弘 

幼児・小学生  

アシスタント 

小野 津春 

輔野 光 

林 哲平 

新田 友和 

青木 達也 

今川 輝一郎 

JUNIOR YOUTH 

新田 友和 

今川 輝一郎 

嘉手納 大輝 

YOUTH 
豊田 泰弘 

嘉手納 大輝 

TOP 
代表 二木 昭 

GM 中本 洋一 

PAPAS 

GM 茅野 英一 

港北小 浜野 正男 

OVER50 茅野 英一 

OVER40 瀬長 義男 

REC 服部 利崇 

COMP 瀬長 義男 

ヨーガ 伊藤 玲子 

 

 

 

大会・公式戦結果 

 

 小 3  

【ボアソルチカップ】 

vs 大空 KSC  5-0○ 

vs カルペソール湘南  0-7● 

vs ボアソルチ キング  6-2○ 

 

 JUNIOR YOUTH  

【県 U-15 リーグ】 

vs 神田中   4-3○ 

 

 YOUTH  

【RECCOSS CUP 2019】 

■予選リーグ 

vs St.Marry’s  2-0○ 

vs BIOM   0-2● 

■準決勝 

vs Y.S.C.C.  3-4● 

■3位決定戦 

vs DSTY Eagles  4-0○ 

※最終順位：3位 

 

今、グラウンドでは･･･ 

TOP 

【県リーグ開幕】 

かながわクラブ TOPチームは 4月 7日

(日)に県リーグ開幕戦を迎えます。2 年ぶ

りの 1 部リーグでの戦いですが、以前の 1

部リーグとは違い全 10 チームがホームア

ンドアウェイで戦い全 18 試合予定されて

います。またその 10 チームのうち以前関

東リーグに在籍していたチームが 3 チー

ムあり、大変厳しい戦いが待ち受けていま

す。かながわクラブ TOP チームのホーム

ゲームはしんよこフットボールパークでの

試合を多く予定しておりますので、ぜひご
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観戦ください。 

1 部／2 部入れ替え戦の時も多くの応

援があったこそ勝てた試合だと思っており

ます。今年も熱い応援よろしくお願いいた

します。 

【県リーグ試合予定】 

■第 1節 

4月 7日(日) 18:05Kickoff 

しんよこフットボールパーク 

vs 横浜 GSFC コブラ 

■第 2節 

4月 14日(日) 19:05Kickoff 

しんよこフットボールパーク 

vs 品川 CC 

■第 3節 

4月 21日(日) 16:05Kickoff 

東戸塚フットボールパーク 

vs YOKOHAMA FIFTY CLUB 

 

【オフィシャルサイト TOPチームページ】 

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

(中本 洋一） 

 

YOUTH 

今年度もユースチームは以下の通り年

間を通して公式戦に参加していきます。 

■日本クラブユースサッカー選手権

(U-18)関東予選(4～5月) 

日本クラブユースサッカー選手権

(U-18)本大会への出場権をかけて、関東

各県のクラブチームによる予選大会となり

ます。 

■神奈川県 U-18サッカーリーグ（5～10

月） 

高体連所属のサッカー部とクラブチー

ム合同のリーグ戦になります。K4 リーグか

らのスタートですが、プリンスリーグにつな

がっています。 

■Jユースカップ関東予選（7～9月）： 

Jユースカップ本大会出場をかけて、関

東全域のクラブチームにより行われます。 

■関東クラブユースサッカーリーグ（9～

12月）： 

関東全域のクラブチームにより行われ

る大会になります。 

■神奈川県クラブユースサッカーリーグ

（11～1月）： 

県内のクラブチームを 2部リーグにわけ

てリーグ戦を行います。かながわクラブは

2部リーグからのスタートとなります。 

■神奈川県クラブユースサッカーリーグ

新人戦（1月～3月）： 

1・2 年生対象の大会になります。大会

形式が毎年若干変更される可能性もあり

ますが、県内の J リーグ所属クラブのユー

スチームと対戦するような大会形式で行

われます。 

早速 4月の中旬から日本クラブユース

サッカー選手権関東予選がスタートします。

3月後半から4月の初めにかけて多くの試

合を組んで準備を進めてきました。連戦を

こなすことにより、選手たちのコンディショ

ンは徐々に上がり、チームとしての連携も

深まり攻撃・守備ともにだいぶ形を作れる

ようになってきました。引き続きできる限り

の準備をして、まずはクラブユースにおい

て予選リーグを突破することを目標に取り

組んでいきたいと思います。 

（豊田 泰弘） 

 

JUNIOR YOUTH 

新年度 2019 年シ－ズンも引き続きジュ

ニアユ－ス担当させていただきます。どう

ぞよろしくお願い致します。 

2019 年シ－ズンは新たな選手やスタッ

フが加わりましたので、U-13クラス（中学 1

年生）と U-15 クラス（中学 3 年生、中学 2

年生）に分けて活動してまいります。 

U-15 は、リーグ戦に続きト－ナメント形

式の公式戦が始まります。市長旗杯、クラ

ブユ－ス選手権になりますが一つひとつ

の試合を大事に丁寧に戦っていきたいと

思います。リ－グ戦もまだまだこれからで

す。保護者の皆様には是非とも会場へお

越しいただき選手たちを応援していただ

きたいと思います。 

U-13は 15名新加入しました。リ－グ戦

にも参戦していく予定ですが、まずは学

校生活も含め環境の変化に順応していき、

サッカーについてはじっくりとやっていき

たいと思います。 

ジュニアユ－スは、またリスタ－トしてい

く形になりますが、未来へつながる一年と

していきたいと思います。引き続きよろしく

お願いいたします。 

(新田 友和) 

 

はじめまして。今年度からジュニアユ

ースを担当することになりました、今川暉

一朗です。メインとしては U13 を担当す

ることになります。年齢は 19 歳で、普段

は神奈川大学に通っていて、保健体育

の教員免許取得を目指しています。 

サッカーの経験は 5歳から今まで長い

間プレーしてきました。中学高校と指導

していただいた国内トップクラスの指導

者の方々に憧れを抱き、サッカーのコー

チになりたいと思うようになりました。コー

チとしてはまだまだ未熟ですが、ジュニ

アユース担当でもある、新田コーチや嘉

手納コーチとも協力して、責任を持って

指導していきたいと考えています。 

私は身長も小さく、サッカーを何となく

こなすというより、頭を使ってプレーして
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きました。トップクラスの指導者の方々に

も教わったことで、サッカーはどういうス

ポーツなのか、どのようにしたら得点、ゴ

ールを守ることができるのかを人一倍考

えてプレーしてきました。自分の経験し

たことも踏まえて子どもたちに、分かりや

すく指導していきたいと考えています。ど

うぞよろしくお願い致します。 

(今川 輝一郎) 

 

小 6 

今年度小 6を担当させていただくことに

なりました豊田です。今年度一年間宜しく

お願いいたします。人間としても、サッカ

ー選手としても大きく成長するこの年代の

指導に携わることの重要性を改めて感じ

ながら、決意を新たに取り組んでまいりま

す。 

普段の取り組みとしては、選手たちの

自立を促し、この学年ならではの楽しい雰

囲気を大切にしつつ、個々の良い部分を

さらに伸ばしていけるよう取り組んでまいり

ます。結果はその先についてくると考えて

おります。 

いよいよ 6 年生、小学生年代最後の

学年です。ただ、小学 6 年間の集大成と

いうことにとらわれ過ぎず、適切な情報を

適切なタイミングで選手たちに提供し、こ

の先の長いサッカー人生に続いていくよう

な働きかけをしていきたいと考えておりま

す。ご存知のようにかながわクラブにはジ

ュニアユースがあり、その先にはユース、ト

ップ、パパスと生涯サッカーすることができ

るカテゴリーがあります。基本的にはジュ

ニアユースに進級していただくつもりで、

先に続くような関わりをしていくつもりです。  

保護者の皆様には、日頃よりクラブの活

動に対し、ご理解・ご協力をいただき誠に

ありがとうございます。引き続きクラブとご

家庭とがより連携し、選手が伸び伸びとサ

ッカー出来る環境を作っていきたいと考え

ております。宜しくお願いいたします。 

(豊田 泰弘) 

 

小 5 

改めまして、新 5 年生の担当コーチを

務めさせていただく菊地健志郎です。昨

年に引き続き、持ち上がりとなりました。 

4 年時の県大会はあと一歩のところで

敗れてしまい、悔しい結果となりました。そ

の悔しさを忘れず、気持ちを新たに練習

して行きたいと思います。 

子ども達も少しずつではあるかもしれま

せんが、ボールの扱いや動きなど上達し

ている部分があります。 

しかしそれと同様に他のクラブの子ども

達も上手くなっていることを忘れず、ボー

ルタッチの技術に加え、チーム戦術を練

習でも取り組んで行きたいと思っていま

す。 

サッカーはシンプルなスポーツですが、

知れば知るほど、考えれば考えるほど奥

の深いスポーツです。 

学校の勉強、受験勉強に加え、サッカ

ーで使う頭の力もつけていって欲しいで

す。 

また、昨年度は私の至らない点もあり、

子ども達や保護者の方々にご迷惑をおか

けしてしまい誠に申し訳ありませんでした。

今年度はさらに気合を入れて頑張ってい

きますので、どうぞよろしくお願いします。 

最後に、自分も所属しているかながわク

ラブ TOP チームですが、今年から神奈川

県 1 部リーグに昇格し 1 年間戦うことにな

りました。 

しんよこフットボールパークなど、近隣

での試合もありますので、是非現地まで応

援に足を運んでいただければと思いま

す。 

(菊地 健志郎） 

 

小 4 

【頭でサッカーをしよう！】 

新しい年度が始まりますので、今年度

の活動の目標についてお話したいと思い

ます。7 日（日）には、お集まりいただいた

保護者の方々に説明させていただきまし

たが、4 年生としては、まず、「頭を使って

サッカーをしましょう」ということを目標にし

ます。勿論、ヘディングも頭を使いますの

で、ヘディングシュートを決めましょうとか

ヘディングでクリアーしましょうというので

はなく、頭の中にある脳味噌を使う=考え

ながらプレーをするということです。 

本能のまま、自分の好きなようにプレー

をしていた（自分が満足することが第一で

あった）段階から、チームの勝利のために、

今何をすることが自分に求められている

のかを考え、それを実行できるようになり

ましょう。そして、最終的に勝利のために

はゴールを決めなければなりません。ゴ

ールを決めるために最善の方法も考えま

しょう。自分でドリブルをすべきか、味方に

パスをすべきか、もしかするとシュートす

べきなのでは…と考えることが大切です。

また、自己を犠牲にするプレーも必要に

なるかもしれません。いずれにしても、どう

してそのプレーを選択したのかを説明で

きるように、プレーの一つ一つに自らの意

図を込めましょう。 

【厳しさが求められる】 

次に、「厳しさ」が求められます。何に対

する厳しさかというと、対人プレーにおけ

る厳しさであったり、試合に出られるかどう
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かという厳しさであったり、サッカーに取り

組む姿勢の厳しさであったりします。 

サッカーの試合では、基本的には、1

対 1で負けたら、チームとしての勝利は望

めません。相手からボールを奪うために、

そして、チームの勝利のために激しいプ

レーが求められるのです。ゴールに近い

この場面では相手に対して厳しいアプロ

ーチが、また、ここで自分がかわされたら

最大のピンチを迎えるといった場面では

粘り強いプレーがそれぞれ求められるの

です。自分にはどのようなプレーが求めら

れているのかを、頭で考えることから厳し

さも実現できるようになるのです。 

また、試合に出られるかどうか、選抜チ

ームに入れるかどうかに関しても、試合に

出る心構えができているのかどうか、チー

ムの勝利のために何ができるのかといっ

たことが求められます。勿論、技術だけで

はなく精神的な強さも含め総合的な判断

にはなりますが、厳しい競争原理もある部

分では大事なのではでしょうか。とはいえ、

サッカーでは、試合に勝るトレーニングは

ありませんので、全員が参加できる試合を

最低でも月に 1 回は実施したいと考えて

います。しかし、試合に臨む子どもたちの

姿勢には、これまでとは異なり、前述のよ

うな厳しさを求めたいと思います。チーム

の勝利のために戦えない選手と判断され

ることのないように努力をしましょう。 

【自立と自律と…】 

 4 年生になると公式戦が、春、秋、冬

と年間に 3 回実施されます。普段の活動

に際しては、各公式戦を目標にして、チ

ームの勝利のために必要と思われること

を自らが行うことが求められます。試合に

臨むにあたっては、用具の準備から爪切

りまでを自分で行いましょう。サッカー以

外でも同様に、自分でできることは自分で

するような習慣づけが大切です。活動時

には、トレーニングの意図を理解して積極

的に取り組みましょう。また、家でも自分の

不得手な部分の克服のためにボールを

蹴りましょう。サッカー上達のために、そし

て、サッカーで勝利を得るために日々の

生活があるのですから。 

夜更かしや不規則な食事など生活の

乱れは、サッカーをする際には足枷にし

かなりません。サッカーの試合で最大限

のパフォーマンスを発揮するためには、そ

うした日常生活をも自分でコントロールで

きなければなりません。寝不足で試合に

臨むことがないように、そして、偏食をして

いてはパフォーマンスを支える体調を整

えることなどできません。朝起きてから夜

寝るまでの全てが「サッカーのために…」

とサッカーを中心にした考え方ができると

よいですね。 

【仲間を大切に…】 

ご存知のようにサッカーは一人では試

合ができません。味方のチームのみなら

ず相手のチームのメンバーがいて、審判

がいて、会場を用意してくれる大人がいて、

初めて試合が成立します。先ずは、かな

がわクラブのチームメートを大切にしまし

ょう。4 年生になると 3 年生と一緒に活動

する平日練習が増えます。年下だからと

いって、いじめたり、仲間外れにしたりす

ることがないようにしましょう。一緒にサッ

カーをする大切な仲間であることに変わり

ありませんから。 

サッカーさえ上手であれば、何をしても

許されるということは決してありません。い

じめや仲間外れを黙って見過ごしたり、傍

観者であったりすることもいじめや仲間外

れに加担したことになります。勇気を出し

て声にすること、止めに入ることがチーム

メートを大切にすることになるのです。サッ

カーが上達することは勿論ですが、人間

的にも成長してほしいと思います。 

更に、人間的な成長の第一歩として、

挨拶をすることを心がけましょう。顔見知り

の大人に会ったら、こちらから挨拶をする

ことです。これも社会生活を営む上での

一つのトレーニングなのです。保護者の

方々には、今年度の目標をご理解いただ

き、ご家庭においても、子どもたちの成長

のために、是非ご協力いただければと思

います。1年間宜しくお願い致します。 

（佐藤 敏明） 

 

小 3 

新 3 年生を担当させていただくことにな

りました栗城です。 

昨年度の 1 年間は指導者として最初は

不安で仕方がなく、常に緊張感とプレッシ

ャーの中にいました。ですが、この１年を

振り返ってみると、保護者の方々からの暖

かお声かけであったり、他のコーチ陣から

のアドバイスをいただきながら、徐々にで

はありますが自信が持てるようになりました。

選手たちとともに指導者として大きく成長

することのできた 1 年間となりました。本当

にありがとうございました。 

選手は１人１人大きく成長が見られ、試

合を見ていて毎試合テーマを設定し、少

し難しいと思われることにも挑戦してもらっ

た部分もありましたが、選手たちはそれぞ

れのやり方で挑戦する姿勢が多く見ること

ができました。上手くいったときは褒め、ミ

スした時は適切なアドバイスをできるよう

心がけて取り組んでまいりました。 

子ども達には、練習はおふざけに来る

ところではなくサッカーをするところ。サッ
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カーでのミスを恐れないこと。できないこと

をできないままで終わらせないこと。など

など練習、試合では毎回しつこいくらいに

言ってきました。 

保護者の皆様には、日頃より暖かい応

援をしていただいたり、引率をお手伝いい

ただいたりと、非常に感謝しております。

引き続き新年度も宜しくお願い致します。 

(栗城 聖也) 

 

小 2 

今年度 2 年生を担当させていただくこと

になりました、嘉手納です。「かでコーチ」と

呼んでください。 

元気いっぱいの選手たちが、さらに「サッ

カー楽しい！」「もっと上手くなりたい！」と

遊び心をもちながら逞しくなるよう指導して

いきたいと思います。 

保護者の皆様には、「選手たちがサッカ

ーを楽しむ環境」をつくるためのサポーター

として支えていただきたいと願います。どん

な時も選手の勇気あるチャレンジを認め、励

まし、温かく迎えていただくことが必要と考

えております。 

一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

(嘉手納 大輝) 

 

幼児・小 1 

幼児小１担当の浜野です。１年間よろし

くお願いいたします。 

年度初めですので、クラブの理念を踏

まえて、１年間の指導方針についてお伝

えいたします。 

【指導理念】 

◆すべての年代において「サッカーを楽

しむ」ことを追求します。 

◆幼児からユース(高校生年代)までの長

期的視野に基づいた一貫指導体制の下、

選手を育成していきます。 

◆フェアープレー精神を重視し養成する

ことで、社会の一員としても責任ある態度

と行動がとれるように指導していきます。 

【PLAYERS FIRST】 

かながわクラブでは、スポーツの原点を

“遊び”と考えております。ですから、まず

は“楽しく”なければなりません。楽しく、そ

のスポーツが好きだから長続きするのであ

り、子どもたちから「自分から取り組む姿勢」

が出てくれば、自主･自立の精神を養うこ

とができます。そして将来的にいろいろな

試練にも耐えていけるのものだと確信して

います。そのため、決してサッカーに対し

て｢強制的な指導｣はいたしません。また、

スポーツに限らずあらゆる面で子どもたち

には限りない可能性があります。少しでも

その可能性を引き出すことができるのであ

れば、私たちスタッフはできる限りのことを

したいと考えています。 

【指導方針（小学生の部）】 

(1)サッカーに必要な 3つのＢを養成する。 

▲ Brain（頭脳） 自分で考える、判断する 

▲ Ball control（ボールコントロール） ボ

ールを自由自在に扱う 

▲ Body Balance（ボディバランス）  

Brain, Ball Control を支える体力を身につ

ける 

  どんなに技術・体力が優れていても、

それをいつ、どのように発揮するかの判断

力がなければ役に立ちません。 

(2)年齢・発達段階に応じた指導を行う。  

1）U-8/幼児(原則として年長)～小 2 

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。 

2）トレーニングメニュー 

トレーニングのメニューは多種多様です。

当サッカークラブでは対象年齢やレベル

と下記ポイントを考慮し、担当コーチが決

定します。 

＊子どもたちが楽しいと感じること。 

＊参加者全員が多くの時間プレーできる

こと。 

＊できる限り、ゲーム形式のメニューを多

くすること。 

3）<練習試合> TRM=Training-Match 

＊随時行っていきます。特に低学年につ

いては、少人数での試合を推奨し、行い

ます。原則として参加者全員出場をさせま

す。 

＊決して結果だけにこだわる勝利至上主

義ではありません。しかし、やるからには

｢勝つ｣ことを目指します。 

＊ポジションについては、小学３年生頃か

ら指導しています。 

4）イベント 

＊親子サッカー 年間 3回を目安に開催 

＊かながわフェスティバル サッカークラ

ブ全カテゴリー対象で年間 1回開催する

クラブ最大のお祭り                                                                   

＊Xmas Festa 毎年クリスマスに行うイベ

ントで親子サッカーやプレゼント交換を行

います。 

＊保護者対象：学年対抗フットサル大会 

5）対外試合で 

いろいろなチームがあります。チーム

個々の指導方針、指導方法も様々です。

もちろん試合ですから、やる以上は勝つこ

とを目指さなければなりません。しかし、子

供一人一人の能力の発達を犠牲にしてま

で、勝負にこだわることは間違っています。

ましてや「なにやってるんだ！」「なんで出

来ないんだ！」と罵声を浴びせたり、ミスし
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た子供を叱ったりすることは絶対にしては

ならないことです。よいプレーは誉めましょ

う。ミスしても、その後のプレーに希望をも

てるような暖かいことばをかけましょう。成

長期における子供たちの試合なのですか

ら。 

6）保護者の皆様へ 

子供たちには、毎週の練習を通して、｢で

きるようになったこと｣と同時に、｢自分に足

りないもの｣を気づかせて、次の目標に向

けて具体的なアドヴァイスをしていきます。 

ご父母の方々には、できる限り練習を見

ていただき、子供たちが、今、どういうレベ

ルのサッカーをして、次にどんなレベルに

達しようとしているのか、そして、それに向

けて努力している子供たちを温かく見守

っていただきたいと思います。 

(浜野 正男) 

 

小学生アシスタント 

今年度もアシスタントコーチとして関わ

らせていただきます、輔野です。よろしく

お願いします。 

選手たちがどのように指導したら上達

するか、どのようにアドバイスしたら理解し

やすいか、その選手にあった指導方法が

あると思うため、選手の性格・人柄も考え

ながら指導できたらなと思っています。 

私ごとですが、今年度から社会人 1 年

目になるため選手たちの成長と共に、私

も人として 1 人前に成長できるように日々

精進していきたいと思います。 

(輔野 光) 

 

昨年度に続き、アシスタントコーチを務

めます、林 哲平です。 

自分が一番大切にしていることは、サッ

カー選手の前に 1 人の人間として、選手

に接するようにしてます。堅苦しく思われ

ますが、挨拶、礼儀、言葉遣いといった、

学年に関係なく、誰でもできることを、かな

がわクラブにいる選手みんなができるよう

になる 1年にしたいです。 

学年によっては、なかなか関わることが

ない学年もあるかもしれませんが、2019年

度もよろしくお願いいたします。 

(林 哲平) 

 

PAPAS 

【PAPAS】 

PAPAS の新年度が始まりました。今年

は御代替わりの年であり、ラグビーワール

ドカップの年であり、東京オリンピックの前

年でもあります。様々な行事が行われるこ

とと思いますが、我ら壮年（一部老年）サッ

カーも、世の動きに流されることなく、楽し

んでいきたいと思います。特に公式戦で

参加者不足の試合が散見されます。仕事

や家庭と優先順位の高い事柄と重なるこ

ともあろうかと思いますが、文字通り万障

を繰り合わせての参加をお願いします。 

（PAPAS GM 茅野 英一） 

【港北小 PAPAS】 

港北小の活動を担当いたします。よろし

くお願いいたします。シーズンオフには 40

名近い参加者で、お腹一杯になるまでプ

レーできる時間が取れないことがあります

が、浦島丘中やその他の会場でのパパ

ス・スペシャルも出来る限り開催しながら、

クラブ創立 40周年の佳節となる本年も１

年間を通して安全で快適な壮年サッカー

の環境を提供していきますのでよろしくお

願いいたします。 

年度初めでもあり、怪我・事故防止のた

めに｢港北小での活動｣について、改めて

確認をお願いいたします。 

＜集合時間、プレーする上でのお願い＞ 

●コート３周のジョギングを終えて、8:00に

は球まわしを始められるように準備する。

遅くとも 8:10には体操を行いますから、遅

刻したら各自でジョギング、ストレッチを行

ってください。遅刻してきてストレッチもせ

ずにいきなりプレーしないこと。 

●ストッキングを必ず着用してください。怪

我防止の為にすね当ても着用しましょう。 

●夏場でも袖なしシャツでのプレーはや

めてください。ユニフォームとして認められ

ません。 

●前日はきちんと睡眠をとり、当日も起き

抜けで駆けつけるのではなく、軽食を済ま

せて参加してください。 

●活動中は水分をこまめにとり、関節や筋

肉に違和感があれば無理をせずプレーを

中断することで、事故や怪我を防ぐように

しましょう。 

●同日、他会場での試合に参加する方は

港北小での活動には参加しないでくださ

い。                     (浜野 正男) 

【OVER50】 

PAPASの OVER50チームは 50歳以上

の PAPAS メンバーで横浜市サッカー協会

シニア委員会が主催するシニアマスター

ズ大会と交歓試合に参加していますが。

昨年度は、参加者不足に悩まされました。

仕事も家庭も大きな責任を背負っている

のが、このOVER50の世代かと思います。

試合日程を公表していきますので、まだ

先の話と言わずに日程調整を行ってくだ

さい。OVER40から助っ人の要請も年に

何回かありますので、それもよろしくお願

いします。      （OVER50 茅野 英一) 

【REC】 

今季も神奈川シニアサッカーリーグ四

十雀 4 部に参加します。挑むのは、40 歳
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から 58歳まで総勢 24人。ここ数年 1勝ど

まり。楽しく真剣にプレーしながら、複数

勝利と勝点 2 ケタを目指します。応援をよ

ろしくお願いします。 （REC 服部 利崇) 

【COMP/OVER40】 

今年度も COMP、OVER40 を担当

します瀬長です。よろしくお願いいた

します。 

今年度はCOMP19名、OVER40は

30名＋24名（OVER50）でのスタート

になります。開幕戦は COMPが 4月

14日、OVER40は 4月 29日になりま

すので、スケジュール調整をお願い

いたします。 

今年度のシニアリーグでの大幅な

ルール改定はございませんが、JFA

から以下の動画が公開されています。

オフサイド、警告等の詳細がビデオに

なっていますのでご確認をお願いい

たします。 

・2017/18サッカー競技規則の改正に

ついて 

・2019シーズン競技規則スタンダード 

http://www.jfa.jp/laws/ 

RECは 2年連続警告「0」でしたが、

COMPは 5枚、6枚と増加傾向にあり

ます。体は熱く頭はクールにプレーを

心掛け Comp/Over40 ともに警告「0」

を目指しましょう。 

それでは、メンバーの皆様１年間大

好きなサッカーを楽しみましょう。 

（瀬長 義男） 

 

ヨーガ 

【さあ！新年度！】 

この季節は、毎年、畑にトラクターを入

れて全面的に耕します。昨年の野菜作り

を行った跡が残っているのを全て片づけ

て綺麗にリセット。畑も新年度を迎えるた

めの作業を行います。何もなくなって平ら

になった畑を見ると春を感じ、そしてこれ

から夏に向かってどんな野菜を育ててい

こうかとワクワクした気分になります。 

生活も仕事も新年度を迎えるときにはこ

うあるべきなのかもしれません。ですが、な

かなかそうはいかないことが多いです。心

の中では「何も変わることなくこのままでい

られることを望む気持ちが大きい。」という

のも正直なところ。変化は必ず痛みを伴

い、「それに対応できる能力があるかどう

か。」を試されることでもあるからです。 

私にとって、この春は、そんな変化が沢

山訪れる季節となりました。その変化のど

れをとっても寂しさや痛み、不安の要素が

満載です。何年も私を支えていただき、私

のヨーガに対する気持ちを理解してくださ

った方々との状況の変化は、寂しさだけ

では済まされない辛さがあります。 

しかし、「今までは良かった。」と後ろを

見てばかりいてはいけません。前を向い

て新しいチャンスをしっかりとつかんでい

かなければ。 

暖かな日差しの中で、すっかり平らにな

った畑を見ているうちに大地に励まされ、

涙の頬を春風が優しくなでてくれました。 

さあ！新年度！ 

水曜日ヨーガクラスは 4月 17日スタート

です。今年度も皆様と楽しいクラスにした

いと思っています。どうぞよろしくお願いし

ます。 

(伊藤 玲子) 
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