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本部艮菅 原

創刊と展望

仙台市スポーツ少年団では︑

これに伴って︑行事によっ
ては市スポ少全体での実施が
無理な状態になりつつありま
す︒
例えば︑指導者の質的向上
を計るための指導者研修会に
ついては︑指導者の数が︑
一︑〇〇〇人を超える現状で

現在二三六団を数えるに至っ
ております︒

して回を重ねて参りたいと存

は不可能であり︑平成四年度

は︑一堂に会して実施するの

ンバ〜が懸命の努力を重ね集

から区毎の開催を試み︑一定

じます︒

ものを選択して参りたいと存

区毎に開催する方が効果的な

今後︑他の事業にっいても︑

の成果を上げています︒

を届ける市スポ少の機関紙と

な︑さわやかな団員達の活動

りの朝風﹂の歌詞にあるよう

スポーツ少年団の歌﹁みど

刊号をお届けいたします︒

刊する運びとなり︑皆様に創

じます︒今回は皆様に︑愛読

この度︑長年の念願であった︑

壽

を希うＴ心で︑広報委員のメ

広報紙﹁朝風﹂をようやく発

岐宮城文化協会

稿に︑割付に︑校正にとこの
創刊をにるに至り︑心から敬
さて︑市スポ少も︑毎年組

意を表します︒
織拡大に取り組んで参りまし
たが︑年々その成果を上げ︑

I
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仙台市スポーツ少年団と白
老町スポーツ少年団との付き
合いは古く︑今から八年前︑
片平小学校に交流を求めた事
から始まった︒爾来︑隔年の
往来で交流を続けている︒平
成二年の二市二町合併時に最
大の危機があったが︑関係者
の努力で切り抜け現在に至っ

常任か０長
横山 定夫

少年団と心交流

白老町スポーツ

SENDA

ている︒
ここ数年の交流状況を掻い
摘まんで記し︑交流の趣旨を
理解して頂きたい︒
平成三年︑仙台市白老町歴
史姉妹都市十周年記念交流は
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少年団は勿論の事︑家庭バレー

ボフルーゲートボ〜ル等︑老

若男女百五十名の大集団を受

け入れた︒準備に六ヵ月︑実

施に三日間︑おまけに三日間

共雨又雨︑最終日お見送りは

雷を伴うドシャ降り︑下着ま

でズブ濡れ／然しそれなりの

満足感は皆さんの心の中に思

い出として刻み込まれている
事でしょう︒

昨年野球部会の交流は白老

本年は白老町に遠征の年で
あり︑又新しい歴史を刻む事
になるが︑さてどんなドラマ
が展開するのやら楽しみは八
月の上旬に実現する︒

六年度最初の本部事業であ

る入団式が︑五月三日に仙台

市体育館で行われた︒

行った︒優秀団員の表彰や︑

な三団を迎えての入場行進を

連休の中間︑小雨の肌寒い

野球交流の外︑指導者母集団

誓いのことば等の一年の始ま

日にもかかわらず︑九三団︑

によるソフトボール︑珍プレー

りにふさわしい式典に続き︑

町から三団の団員指導者母集

好プレーに大喜びする大人の

二︑一四一名の団員が︑新た

子供じみた振舞いに大爆笑が

記念演奏会では仙台南高校の

も同行しての交流となった︒

交流の節々に親善と勝負を垣

ブラスバンドが︑団員や保護

団と応援団として水泳少年団

間見︑大いに収穫があった︑

者にもなじみのある曲を演奏

してくれた︒スポーツ少年団

と自負している︒

のＯＢもいるという高校生の

司会と演奏に大きな拍手が送

平成五年度登録は二三六団︑

られ︑無事入団式を鉢Ｔした︒

八千名を越す大所帯のため全

団参加の入団式はむずかしい

の参加を願い︑各団の今年一

と思うが︑種々の本部事業へ

年間の活躍を期待します︒
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充実した活動
﹁冬山のつどい﹂

多く設けるようにしておりま
す︒﹁けんか﹂などもなくな
り︑団員が体の具合が悪けれ
ば気が付いた者が報告にくる

今年は︑﹁遭難さわぎ﹂と

﹁冬山のきびしさ﹂に思い知

レッスンの成果を試すツアー

スキーとなりました︒出発に

先立ち︑寒さに対する防備の

先も見えない状況︑先導する

点検︑各班の人数確認︑トラ

班の団員に聞くと︑あの広い
山形蔵王のゲレンデの各分岐

ト﹂の音の確認と︑滑ってい

者はかすかに聞こえる﹁リフ

午後四時に宿に着くはずの

らされました︒

そこまで一緒だった﹂とか確

点で﹁分かれた﹂とか︑﹁あ

ンシ〜バ〜の点検などをし出
発︒思ったとおりＩメートル

スキーのレッスンは︑自己
申告の班編成により行います︒

団員が見当たりません︒同じ

初心者は上・中級者がリフト

などお互いに気づかい︑協力
するようになってきました︒

に乗り︑山の頂上を目指すの

一

また︑事務局には大きな悩

をゲレンデの隅から横目でに

常任委い 早 坂 良
冬山のつどいは︑元気なお
みがあります︒レジャーセン
いを頂いた先生方に来年の指

項や︑用具の説明︑スト︒ク

らみながら︑スキーの注意事

取り合うこととしてレッスン

台のトランシーバーで連絡を

即座に対策本部を設け︑四

子供達には出発したときと同

全神経をコース取りに集中︑

コースの﹁道標﹂があるか︑

る場所が﹁ゲレンデ﹂内か︑

タ４の解散式と同時にお手伝
導の予約確認です︒長期の冬

かな情報がありません︒

事保護者の方にお返しするこ

子様を三日間お預かりし︑無
とができて初めて事業の成功

保護者の方は﹁どう︑スキー

を︑思いしらされた団員﹂⁝︑

した団員﹂︑﹁自然のきびしさ

苦しいスポーツと︑参加を後悔

分の思い通りに過ごせた団
員﹂︑﹁スキ〜がこんなに辛く

かがなものでしょうか︑﹁自

キ〜のレベルを見極め適切な

め︑そして参加団員個々のス

が好きで︑子供の中にとけこ

いい﹂とは言えません︒子供

も︑﹁スキーが上手であれば

﹁来年もよろしくお願いしま
す︒﹂と奔走します︒指導者

休み明けすぐの事業であり︑
後ろめたさを感じながらも

らと︑思い通りにならないス

フトにも乗れるようになるか

ます︒初心者には︑明日はリ

中級を目指し頑張る者もおり

フトに乗って頂上を目指した
ものの︑何人かは再度上級・

の持ち方︑スキーの履き方な
どの説明を受けています︒リ

腹に︑何事もなかったかのよ

確認したらこちらの騒ぎと裏

飛び込みました︒班と名前を

乾燥室にいるよ﹂との情報が

た頃か︑﹁誰々君はいまスキー

暗くなりかけたゲレンデに飛
び出しました︒三十分もたっ

コ〜スとそれに連絡するゲレ
ンデを捜索することになり薄

雪の中では上手に滑っていた

しかし不思議なもので︑吹

中のスキーも捨て切れません︒

る様子を想像すると猛吹雪の

人が転ぶこともなくＩ気にすべ

とも許されない必死のツア〜
です︒天気の良い日にＩ〇〇

じ人が前と後にいるか確認さ
せながら︑それはもう転ぶこ

が確認できます︒
参加した団員の気持ちはい

は楽しかった？﹂﹁冬の山は

キーと格闘している子供達に
﹁今日を頑張ろう﹂と励まし

定員を満たすために︑参加協

ぱいの事業となりました︒聞
くところによると︑以前は︑

にっいては︑団員を指導者の

しています︒アフタースキー

指導内容や指導ノートも改善

年々つどいの内容もかえ︑

吹雪に見舞われ山の頂上まで

路につきますが︑今年は︑猛

と﹁雪上運動会﹂などをし帰

のレッスンの﹁成果の披露﹂

年であれば︑最終日は︑各班

見えるところでレッスン終了
を告げるべきであったと︒例

上級者といえど最低でも宿の

ら︒担当指導者は反省しきり︑

うな返事︒本人は確かにこの
騒ぎを知るはずもないのだか

のいることの﹁大切さ﹂と︑

しさはもとより︑となりに人

できます︒子供達は冬山の厳

導者も安心して見守ることが

と全然ちがいます︒自分に自
信をもっての行動になり︑指

滑り方も︑転び方も昨日まで

しながら転び出します︒でも︑

のにあたりの状況が見えるに
したがって︑元気さを取り戻

希望者も増え︑募集定員いっ

日間も休める方をさがすのは︑
頭痛の種です︒

ます︒

力を頂ける単位団をさがし︑

管理のもとに様々な行事を計

にもいけず︑﹁蔵王ロープウ

アドバイスができる力量がも

半強制的に参加者をつのり実

画させ実施してきましたが︑

ェーの中間駅﹂から二日間の

どんな感じ？﹂と︑ぜひ聞い
てあげてください︒

施してきたこともあったよう

団の紹介程度にとどめ参加団

とめられます︒それにもまし
て仕事を冬休みに引き続き三

です︒事務局は︑過去は﹁う

員相互の自主的な交流の場を

冬山のつどいも︑年々参加

そのようだ﹂︑と嬉しい悲鳴

います︒

﹁心強さ﹂を感じたことと思

をあげています︒
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プに悩んだり︑そんな事柄が

いとかいろんなこと書いてた

りたいとか︑全国大会に出た

そのほかにもたくさんのこと

ました︒わかったきっかけは︑
先生やリーダーの活動です︒

いいことを学びました︒
それは︑リーダーは︑どう

ぼくは︑ジュニアリーダー
スク？ルに参加して︑とても

した︒次は︑いよいよスポ〜

目がさめ︑寒くて︑なかなか
起きられませんでした︒朝の

んだなと思いました︒次の日︑

たちのことをよく考えている

ざわざ見にきてくれました︒
あんなに活動して︑夜もぼく

ちは︑ぼくたちのようすをわ

でした︒その時︑リーダーた

かなか寝れなくて︑たいへん

がやとさわいでいました︒な

私はこのジュニアリーダー

なりました︒

忘れません︒二日間おせわに

忘れないと思います︒リーダー

ダースクールで学んだことは︑

たいと思います︒ジュニアリー

大会めざしてがんばっていき

リーダー達が考えたゲームは︑

になりたいと書いたけど︑次
の日に田鶴子先生に﹁みんな

南光台東ミニバスケット少年団
五年 石井
淑

とてもおもしろかったです︒

昨日の新聞にレギュラーにな

きたと思います︒

たしとても楽しい思い出がで

めにもなったし︑友達もでき

ダースクールにきて自分のた

でも本当にこのジュニアリー

ます︒

んぶお父さんに話そうと思い

にそういうふうに聞かれた時
は︑教えてもらったことをぜ

ました︒だから今度お父さん

ということをおしえてもらい

るのにバスケットが楽しいか

かにおこられて泣くときもあ

でも今口なんでかんとくと

た︒

聞かれてこまってしまいまし

のにいやにならないの？﹂と

たくないと言ったら﹁どうし
てかんとくとかにおこられる

ケットがおもしろいからやめ

われています︒でも私はバス

好きだけど︑お父さんに六年
生になったらやめなさいと言

れました︒私はバスケットが

子先生がしっかりと教えてく

のだろうか︒でも後から田鶴

たいけど︑どうして行きたい

まってしまいました︒
たしかに全国大会には行き

に出ると何かいいことある
の？﹂と聞かれてしまい︑こ

大会に行きたいの？全国大会

けど︑みんなはどうして全国

な発言があり︑現実とのギャッ
本来の目的に合致して来るの
かも知れない︒
いずれにしても数多くの指
導者の皆さん達との交流と会
話が団の成長となり︑団員と
指導者の技術的に組織的に血
となり肉となる事を期待した
い︒今年は参加してみません
か？

に参加して

のあり方﹂について︑勉強し

がわかりました︒それと一番

ツ活動に入りました︒仲間づ

スク〜ルに来てたくさんのこ
とを学びました︒みんなで新

や︑友達のことは︑ぜったい

うれしかったことは︑友達が

くりでは︑友達が四人できま

は︑気楽に話しかけています︒

しもしなかったけれど︑今で

そのあと︑講話﹁スポーツ

いうことをするのかがわかり

たくさんできたことです︒う
るさい人もいれば︑うるさく

した︒次はいよいよゲーム︒

その日の夜は︑みんな︑がや

っどいが終り︑朝食を食べま

最初のほうは︑ぜんぜん話

ない人︑さまざまな人がいま
した︒

てきました︒できれば︑全国

ました︒話しは︑しんけんに
聞いていたら︑おもしろぐなっ

ず

聞を書いた時も私はレギュラー

几岨 八重樫 直 之

南小以スホーツ少年団

﹁ジュニアリーダースクール﹂

と参考にしたいと考えられる
事例の数々︒エエーと驚く様

ない長 横 山 定 夫

指導者研修会

区毎の研修会が実施されて
三年が過ぎた︒区毎の指導者
研修会のねらいは同じ地域に

どこの誰？ 地区組織とか︑

居を構え︑スポーツを楽しみ
ながらも︑種目が異なったら︑
地域社会云々と言われて久し
いが︑現状はこの程度だった
のかも知れないと悟り︑開催
に踏み切ったいきさつがある︒
又︑近い将来に区毎の活動を
夢見る多くの仲間の希望を実
現させるべく︑地域密着型の
活動を充実させるために指導
る目的も含まれている︒

者協議会組織を早急に結成す

いのは関心が無いのか︑研修

然し︑現実は厳しい︒参加
者は登録指導者の沁程度と低
会そのものに興味が無いのか︑
お互いに研讃を重ねて有意義
な会にしてゆかねばならない
と考えている︒
当然の事ながら研修会での
収穫も多い ・素晴らしい活
動の報告を聞き︑我が団でも⁝

常
任

めでたく修了証授与

バドミントン交流大会及び
技術講習会を開催して

一月三十日と二月六日の二
価を目的とし︑種目はシング

させると共に︑自分の実力評

成果を大会という名称で経験

バドミントン部介長 古 橋 政 紀

日間︑仙台市レジャーセンター

施︑昨年は種々の事由により
開催しませんでした︒
試合の形式は︑六年生を主
体とした一部︒下級生を中心
部の方は二試合交流して終了︑

とした二部の二つに分け︑二

卓球部会交流大会に寄せて

雨︑風をしのぎ︑誰でもが

ルとラケットを使った軽い運

全員の自己紹介を行い︑ボ〜

大 友 一 史

簡早に︑どこででも競技出来る

卓球部会長

スポーツが卓球です︒

初めのぎこちなさはもう見

で交流大会及び技術講習会を
りＩグ戦を行った︒試合中は

かしい記録があることを忘れ

られず︑試合慣れしている高

から三つのグル〜プに分け︑

動で開始︒ボールさばきなど

指導者がコートサイドに立ぢ︑

られてはいないだろうか︒小

学年︑どうにか試合の出来る

現在︑野球・サッカーが︑

参加団員は約五十名︑指導
適切なアドバイスをしたり︑

さなセルロイド製のボールに︑

まさに短い交流会ではありま

小学生と中学一年のグループ︑

ルスで男女学年別総当たりの

者八名で冬期にもかかわらず
順位が決定される重要な試合

目に見えないような上下・左

開催した︒

熱心に勉強︑プレーをした︒
になると応援の父兄から激励

右︑緩急自在の変化など技術

十月に元能代工業高校バスケッ

九月に指導者母集団研修会と

との出来ることを大いにアピー

とも︑老若男女︑競い合うこ

技するスポーツであり︑今後

のあらん限りを織り交えて競

になりました︒

者にとっても大変大きな収穫

とは︑団員はもとより︑指導

したが︑大いに汗を流したこ

指導者のもとにゲ〜ムが始ま

技術講習会は基本ストローク
が飛び交う等団員・指導者・

最後に指導者から講評と表

トボール監督の加藤廣志氏

大きな舞台で競技しています

を習得させるため自動シャト
父兄が一体となって熱い試合

とあって指導者の関心が高く︑

彰があり︑全日程を終了した︒

ルして行きたいと思っています︒

りました︒

ル打ち機を使用した︒特にこ

また団員も正確に打ち出され

これまでの実施結果から来年

︵全国Ｖ三三回︶による指導

さて︑我が仙台のスポーツ

交流大会以外の活動として︑

るシャトルを正しいフォ〜ム

度も同事業を継続させていた

者技術講習会を開催し︑多数
の指導者を集め講演とレセプ

少年団にあっては︑大変少な

ルを守り︑如何に試合をする

く︑同レベルの人と如何にルー

ツ少年団の拡大を念じ︑併せ

いて︑大きな成長となって現

とは交流会の後の団活動にお

かを学ばせることが出来たこ
て他団との連帯性を図る恒例

ます︒

開催を行って参りたいと思い

これからも大いに交流会の

の卓球交流大会を黒松市民セ

新野副本部長の挨拶︑団員

ンターで団員三十名︑指導者

れております︒

今年も新年早々︑卓球スポー

く二団とは残念です︒

の挑戦﹂でした︒

しました︒テヽ︱︲マは﹁高さへ

ションを行い︑和やかに歓談

グループに与えた影響は大き

特に︑小学生と中学一年の

で打つことが出来て自信をつ

だきたいと考えている︒

が︑卓球にも世界における輝

の機械は指導者の活用度合い
が展開された︒

△昨年度の結果∇

により効果的に練習が出来る

一部は予選後決勝トーナメン
トヘ進み優勝を決めます︒
将来は︑宮城県スポーツ少
年団大会︵東北大会予選︶の
仙台地区予選とする方向で考
えています︒

交流大会

けていた︒
交流大会は︑日頃の練習の

仙台市スポーツ少年団
バスケットボール交流大会にっいて

的として行われています．．昨

バスケットボール便長 阿 部 富 夫

毎年九月に︑仙台市スポー

ミ．︑二士牛ｔヘムミＴ鰐年実

三までで十二已をなえます．．

流入会か靉隠とＩ禁〜九上を≒

ツ少年団バスケノヽよ万︲こ父

交流大会

風
朝
平成６年６月10日

平成６年６月10日

風
朝
(5)

柔道学年別大会
剣道部会報告

剣辿部会長 大 沼 良 雄

洋センターの二つの会場に分

かれ新人大会が行われました︒

基礎技術の修得とゲームに

親しみバレーボールの面白さ

がわかるという目標で始めら

平成五年十二月十一日から

えば︑可愛らしいしぐさも見

らしいプレーがあったかと思

柔道部会長 早 坂 征 市

れたこの大会も二年目を迎え︑
仙台市スポーツ少年団主催
一泊二日で︒友情を育て︑団

一一人

られほほえましい一日でした︒

年間の主要な定例行事として

による学年別柔道大会は平成

体生活の規律を学ぶ を目的

三︑父母 〃

五人

位置づいたようです︒

二〇人

五年七月二十五日︵日︶午前九

に宮城県仙台青年の家で︑剣

四︑友達 〃

一︑自分から

時半から︑仙台市泉武道館道

道部会主催の錬成会を︑団員

二︑おじさんに勧められた

場において第四回宮城県スポー

四六名・指導者七名参加のも

一︑友達が増え︑いろんな人

○剣道を始めてからの徳目

で暑さにも負けず︑純白の柔

︵大会役員︶の指導者の号令

剣に行われました︒審判員

二五〇名の中で一戦一戦が真

と役員や応援を含めた総ぜい

女子一五名計一五一名の選手

子三七名︑中学生男子三八名︑

選手男子小学生六一名︑女

団柔道大会が行われました︒

せることなど柔道の底辺層を

ぐために︒受身 等を体得さ

うちは︑体力増進や怪我を防

です︒男女の別なく小学生の

えてきたことは喜ばしいこと

効果で女子の入団希望者が増

嬉しいことに︑︒柔ちゃん

やすく話してもらった︒

ている﹂と言った内容を解り

共栄から世界１ 和Ｌにつながっ

本民族の文化であり︑︒自他

では︑講話として﹁剣道は日

快な汗を流した︒夜の研修会

古まで︑二時間を団員達は爽

の師事に従い基本からか掛稽

稽古は︑南小泉の武田師範

七︑剣道が強くなり︑楽しく

六︑忍耐力がついた

五︑大声が出るようになった

四︑好き嫌いがなくなり︑体

三︑礼儀正しくなった

二︑手先が器用になった

と話せるようになった

勝で敗れた向陽台︑芦の□︑

嬉しそうでした︒惜しくも決

大きな優勝カップを手にして

台︑上杉︑泉ケ丘の四チーム︒

結果は︑優勝・大沢︑茂庭

六年生をしのぐような素晴

ツ少年団学年別柔道大会予戦

とに実施しました︒

道着に︑それぞれ黄桧青緑茶

充分厚くして行きたいと思っ

○剣道を始めた動機

讃えたいと思います︒

六年生以外の子も試合に出

です︒各団の協力を得ながら

まれ下級生の励みになる大会

場できるというチャンスに恵
なった

ます︒

今後努力していきたいと思い

すばらしい大会になるよう︑

以上が団員の素直なきもち
です︒

新人バレーボール交流会

びとプレーして下さい︒﹂と
いう激励の挨拶のもと︑十二
月二十六日︑泉体育館と泉海

バレーホール部会艮 菊 地 幹 夫
﹁これまでは︑六年生のか
げに隠れていましたが︑今日
は皆さんが主役です︒のびの

燕沢︑松森のチ Ｉムの健闘を

黒のカラーの帯をきり昨と締め︑

ています︒また︑仙台国際女

が丈夫になった

元気よく試合に臨みました︒

子柔道選抜大会に中学生一位

※参加団員のアンケート

上位人賞者は九月二十三日

たことは︑我が県にとっても

になった石塚真生︵三段︶が

本大会で豆柔道マンの中に

名誉であり︑今後の活躍を期

の県人会への出場権を得︑活

は︑父兄の応援に応えて投げ

待し︑当県からより多くの柔

一般高校生に混じって奮闘し

ズをとるなど無邪気なＩ面も

うものであります︒

技の後︑一本と⁝ガッツポー

みうけられました︒

道愛好者が生まれることを願

躍が期待されます︒

一〇人

を兼ねた仙台市スポーツ少年

交流大会

風
朝
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平成

サツカー部会

行動することの違いを肌で感
とかく主審に対する批判が

じたようである︒
多いが︑スポーツの指導はルー
ルの正しい理解が必要であり︑

興味が深まるので︑こんご更

サッカー部会長 菊 地 光 夫

巾で︑主審︑副審を交互に研

はそのスポーツに対して一層

またルールを理解しての観戦
七月四目︵日︶指導者・父
盛会裡に終了︒

一

一一
一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一

一一
一

一

一一一一﹂
・一

一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一︼一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一﹂一一一一一一一一一一一一一

空手部会審判講習会
一一﹈
一

一一一﹈
・

平成五年十月十日仙台市民

．一一一

スポ〜ツレクリエーションー

全日本｀Ｉ手道連盟関係の諸大

小 山 睦 生

者一一〇名︑うち新人父兄七

フェスティバル・ｍ仙台の一環

会等が行われ︑審判員も公認

令Ｆ部会長

一

にはげんで欲しい︑とむすび

兄を対象として東北工業大学

修︑栗原氏の牛メ細い指導も
あって︑参加者は観ると実際

体育館において﹁審判講習会﹂
を開催︒
近年団員の増加に伴い父兄
の関心も高くなり︑またかつ
ての団員が社会人となって後
輩の指導にあたるなど︑指導

〇名が参加し一層の盛りあが

行事として︑第三回仙台市ス

ツ少年団の交流大会も基本的

資格制度を取っている︒スポー

者の若返りもあってか︑参加

りをみせた︒

ポーツ少年団空手道交流大会

について︑わかり易くしかも

え︑松本氏の競技規則一七条

困難なのでこういう形をとっ

登録団が少なく︑単独開催が

これは仙台市だけでは未だ

であり︑審判員の役割は重要

が伴い︑安全性の確保が第一

これは格闘技の場合︑危険

には統一ルールで実施されて

審判規定により国内の国体・

協会から︑一級審判員の松本

が近隣市町からの参加をいた

︵ＷＵＫＯ︶の競技規定及び

孝志氏︑二級審判員でインス

だき開催された︒

ユーモアたっぷりの解説に参

てきている︒

次号には︑より見やすい紙

面をめざして︑工夫をしてゆ

初めての広報紙発刊にあた

さい︒母集団の方からの感想

写真を添えてぜひ投稿して下

の特色ある活動の様子などを︑

きたいと思いますので︑各団

り︑総会の事業報告では伝わ

発刊にあたり︑題字を揮毫

・ご意見なども大歓迎です︒

広報委員長佐藤田鶴子

りにくい︑生の声を届けたく︑

講習会は宮城県空手道連盟

である︒

各部会長さんに寄稿いただき

してくださった︑仙台市体育

大会開催に先立ち︑指導員

審判部会長田中健治公認審判

ました︒各行事の様子︑雰囲

協会副理事長の鈴木孝夫先生

は大きな笑いもあるなど終始

員︵仙台市高砂拳友会スポー

気を感じていただければと思

に︑厚く御礼を申し上げます︒

なごやかな中で前半の講義を

空手道競技は型と組手の競

ツ少年団代表︶の指導により︑

います︒

を対象に審判講習会が開催さ

後半は栗原氏指導による実

技があるが︑基本的には世界

ルールの解釈︑審判員のジェ

れた︒

技講習に入り︑紅白それぞれ

統一ルール︑世界空手道連盟

終了︒

に分かれ︑実際にゲームする

いる︒

加者は深くうなづき︑ときに

講師として︑宮城県サッカー

トラクターの栗原益男氏を迎

審判講習会｜

