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これからのリーダー

㈱宮城文化協会

動において活発に団員の世話

単位団の中には︑日常の活

団員でありながら団員の世話

理学事典の中に見られます︒

をし︑活動の大きな推進力と

動の方向や様式を現実に規定
し︑他の成員に対して︑決定

複数以上の人数が集まって

なる団員がいるはずです︒

役ができるリーダーの養成を

活動する時に︑まとめ︑ある

このような団員に︑積極的

シニアという制度を生かして

たせるためにも︑ジュニアー

な活動ができるよう自信をも

指導者もリーダーといえるの

して団員の中からりＩダーを

○シニアーリーダースクール

うに改正される︒

少年団リーダー制度が次のよ

平成七年度からのスポーツ

欲しいものです︒

求める考え方に立っています︒

参加資格
ダーの有資格者だけであったが︑

これまでは︑ジュニアーリー

いことを考え︑指導者と区別

ですが︑構成員の年齢の幅広

スポーツ少年団においては︑
このような定義からすれば︑

人がリーダーなのです︒

いは推進していく役割を持つ

考えているのです︒

をしていこうということから︑

し︑自主的に︑積極的な活動

本部長菅 原

広報委員会

それはリーダーに将来の指
導者として期待をかけている
団員が︑能力を充分に発揮

I

(平成６年度)

六単位

ダーとして活動されるよう期

資格を失うことになります︒
団員は︑多くの仲間とリー

ない行為があったときは︑その

団のリーダーとしてふさわしく

スポーツ少年団に登録をしな
い時︑または︑スポーツ少年

することになります︒ただし︑

歳に達した時点で﹁日本スポー
ツ少年団認定員﹂へ資格移行

ている限り有効であり︑二〇

けた者が︑引き続き登録を行っ

シニアリーダーの認定をう

が取得できる︒

ルヘの運営係員としての参
加
ヒ単位

ジュニアーリーダースクー

大会︵全国・ブロック・県︶

ブロック・県︶競技別交流

三︑スポーツ少年大会︵全国・

二︑ブロックスポーツ少年大
会参加
五単位

加

一︑全国スポーツ少年大会参

一〇単位以上が必要である︒

が導入され︑その単位取得は

それに準ずる者として単位制
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ためです︒
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待するとともに︑仙台市スポー
ツ少年団は︑平成七年度から

独自のドイツスポーツユーゲ

ントとの交流を実施すること

になりました︒

この交流にも是非参加され

るよう望んでやみません︒

い申し上げます︒

に賜ります様︑よろしくお願

りたいと思っております︒
変わらぬ御支援を野球部会

が実践出来ます様努力して参

合っての真の青少年健全育成

護者︑指導者が連携と理解し

としてのスポーツ少年団の地
位の確立︑そして︑団員︑保

会に根差した青少年スポーツ

力をあげて対処し︑地域・社

進する為にも︑野球部会の総

あります︒
これらの問題点を解決し前

通の問題点があるのも現実で

促進強化等々︑各部会にも共

同審判制の移行︑団員の加入

校週休二日一一回導入の対応︑
指導者母集団の育成強化︑帯

さて︑我ら野球部会にも学

しながら踏襲して参りたいと
思っております︒

会の皆さんのお力をお借りし
ながら︑前任者の方針を尊重

ありますので︑何とか野球部

野球部会長 佐藤伸光

新米部会長デス

今振りかえって想えば︑平
成二年︑二市二町が合併︑政
令指定都市移行︑そして新仙
台市スポーツ少年団の発足︑
と大変な時期であった事を憶
えているし︑そのまとめ役の
苦労は並大抵ではなかったと
聞いてました︒まして新組織
の野球部会は六〇を越す登録
団があり︑混乱も予想された
が︑幸いにも初代部会長の経
験と実績に裏付けされた指導
力によって無事に今日を迎え
る事が出来︑私かバトンを引
き継いでも心配する事は何一
つない部会に成長したのは︑
各団の指導者︑母集団が一丸
となって部会連営に協力され
た事によるものと共に︑前部
会長の力量のお陰と感謝を申
し上げる次第です︒
この度︑横山前部会長が県
スポ少の事務局長となり︑私
か後任部会長としてその任を
引き継ぐ事になりました︒が
しかし前述の通り﹁新米﹂で

た︒初めにみんなどれくらい
できるようになったか允表し
ました︒私たちは技じゅつ的
には中ぐらいだったけど女子

次の日が来ました︒次の日は︑

ばるぞＩと楽しみにしながら

しまいました︒あしたもがん

してあっというまに終わって

と思いました︒それから練習

した︒私は心の中で﹁ヤッター﹂

立ち﹁スー﹂とうまくいきま

近づいてきて降りようとして

フトに乗りました︒終わりに

れるかなあと心配しながらリ

ぐつをはいて上に走って行き

にもかんじました︒次にスキー

になぐさめをいっているよう

ました︒後から考えると自分

きにしない﹂と心で思ってい

したが︑﹁まあしかたない︑

自分でへただなあとも思いま

て行きました︒なんかすごく

ら自分の番に来ました︒すべっ

失敗しないようにと願いなが

の中で一番上のクラスでした︒

予想通りとても充実した一日

みかんを口にくわえて持って

中でうちのチームが一位にな
りました︒□を人きくあけて
みかんをくわえたのがけっこ
うぶざまでした︒これでもう
スキー教室は終わり︑長いよ
うで短い三泊四日のスキー教
室でした︒私はこれでシュテ
ムターンはできるようになり
ました︒今度一しょに友達と
スキーヘ行きたいです︒
ここでまなんだことは人の
ことを考えることです︒ねる
ときに私たちだけ遊んでいて
ねむたい人もいるのに︒今度
人ととまりに行くときは人の
ことを考えてきをつけたいと
思いました︒

樹

くるゲームでした︒チームの

スキー教室

二日めは︑次第になれてき

ねつかれませんでした︒

さがいっぱいで夜もなかなか

すべれるようになり︑うれし

思っていたよりも早く平地で

クボーゲンを教えていただき︑

プルークファーレンや︑プルー

スキー場では︑先生方から

仲良くなりました︒

冬山の集いに参加して

スキーは︑ぼくにとって本
当の初心者です︒だから知ら
ない先生や友達と︑いっしょ
に練習して︑うまくすべれる
ようになるかなあ︑と不安感
でいっぱいでした︒しかし︑
バスに乗ると︑他の学校の同
じはんの六年生が︑やさしく
話しかけてくれたので︑すぐ

直

でした︒その夜︑友達になっ
た片平バスケットボールの四
番の人といっしょにしゃべり
ながら片平のほかの人とも友
達になりました︒友達がふえ
てよかったです︒
次の日には午前中は実技ゴ
ンドラに乗って頂上に行きま
した︒昨年は半分までしか行
けなかったけど今年は頂上ま
でこれてよかったです︒下ま
で降りるまでけっこう時間が
かかったと思います︒ちょっ
と前まで来てとまり︑そこで
しばらく遊んでいました︒
﹁雪上運動会﹂が始まりまし

屋

スキー教室の前のず１つと
前からスキー教室を楽しみに
していました︒昨年もいきま
した︒そのときに私はスキー
ぐつをはいて歩くこともでき
ませんでした︒でもボーゲン
まで練習してできるようにな
りました︒たったの三泊四日
で︒だからきっと今度もうま
くなって︑友達といっしょに
スキーに行くぞＩ︑と気合を
いれていました︒
まってまってやっと当日に
なりました︒集合場所の﹁レ
ジャーセンター﹂に行き︑
﹁開講式﹂をしてバスに乗っ
て出発︒わくわくどきどき︑
ちょっと不安ながらも︑みん
なでおしゃべりをしているう
ちにもう山形蔵王に到着︒ス
キー合わせをして︑昼食を食
べて実技に入りました︒なん
と初めからリフトに乗りまし
た︒昨年リフトに乗った時に
は失敗しなかったけれど降り
るときにころんでしまいまし
た︒今年はころばないで降り

守
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てぼくがスキーをしている場

面をカメラで写してもらいた

くなりました︒しかしリフト

に乗って高い所からすべって

くるのは︑まだ勇気が出てき

ません︒それは︑高い所がこ

わくって下を見ると目の前が

ボーツとなってしまったから

です︒

でも先生は︑しからないで

ぼくをはげましてくれました︒

スポーツ少年団に入ってい

すごくうれしかったです︒

たおかげで︑スキーが出来る

ようになりました︒多くの先

く達のために︑協力して楽し

生方やおじさんおばさんがぼ

いスキー教室をしてくれた事

に心からお礼を言いたいと思

同じへやの他校の人ともい

います︒

つまでも仲良くしていくつも

りです︒そして大きくなった

ら︑ぼくもスキーの先生みた

くうまくすべれるようになっ

て︑そしてみんなにおしえて

やりたいと思いました︒

も団貝や先生方︑他のリーダー

ていくべきだと感じます︒私

です︒一泊二目ありがとうご

が私はリーダーをやっていて

んと言ってくれたりしたこと

思います︒

一番良かった事ではないかと

ざいました︒

からの良い仮定を参考にし今
後の活動をこなしていきたい

悪かった巾は︑ほとんど私

かと︑焦りながらの活動開始
でした︒

進めることができるのだろう

者の私たちがリーダーとして

∵ｔだけの打ち合わせで初心

以Ｌの不安でいっぱいでした︒

今回は今までとは違った而
からの参加ということで期待

といういくつかの項目があり

後に﹁リーダーシップとは﹂

たことは︑生活のしおりの最

ことができました︒

しく思い自分のに場を見直す

その時は正直言ってすごく嬉

ダー﹂と呼ばれるようになり︑

の間にか班員の名前を私﹇目身
が覚えて︑﹁リーダー︑リー

そして研修の〜が来ました︒

いろいろ考えてしまいました︒

て行勤したりできるか︶とか︑

は︵自分は本当に責任をもっ

研修へ参加する前まで︑私

のリーダーとして参加し︑い
ろいろな事を学びました︒

のジュニアリーダースクール

私は三月ニト斤・ニト六日

発にしてくれたり︑周りの人

を返してくれたり︑班の反省
をしたりする時などは進んで

指示したりすると全貝が返事

た事は︑私か何か班の子達に

が変わって⁝⁝

見て緊張がほぐれました︒話

たが︑同じ班のｆ達と会って

かったと思っています︒

つ
つが良い経験となりまし
た︒本当にこの合宿に来て良

クールのリーダーとして︑一

すがこのジュニアリーダース

の事だと思います︒それは︑

スポーツ活動などで団員の
ボスとリーダーの違いが明確
に示してありました︒私自身

くりとはどうしたらいいのか﹂

団員一人一人に︑﹁仲間づ

と同じ意見でも﹇目分からちゃ

生まれて初めてリーダーとし

一人一人に笑みがみえるとつ

以前の研修で同じことを思い

ジュニアリーダーとして

い私たちも﹃ホッ﹄と一息つ

ました︒同じこととは︑ボス

を使って指示をされとても腹

た事ｃ吋⁝⁝⁝いろいろありま

楽しかったことや大変だっ

たことです︒

﹇目分の意志で行動がとれなかっ

ダーにばかり頼ってしまい︑

自分で考えないで友達のリー

て合宿へ参加したのであまり

きました︒とにかく自分とい
う一人に気づいてもらい仲間

にはなりたくない︑というこ

柴 田 美 和

の良さを認めてあげられるよ

全体を通して一番強く感じ

うな団員であってほしい︑と

とです︒ならないためにはど

立たしく思い自分のＩ︑二年

と聞いたとき全員が﹁僕たち

皆んなで食べれば２倍おいしい

私か一番良かったなあと思っ

いう初心行の私でも心にあり

のような行動をとったら良い
のか今後の課題だと思いまし

前のことを思い出してみると

がいいプレーをし︑手本を見
せてやる︒﹂と答えていまし

た︒

今年と同様に︑アゴを使った

た︒一人︒人の考える仮定が

この研修を通しそれぞれが
自分なりの仮定をつくり弟帳っ

楽しみだけど不安もありまし

ました︒年齢も近いというこ
とで︑﹁姉ちゃん⁝︒﹂とか

りはしなかったものの反省す

﹁おい︑そこっ﹂などとアゴ

ることが多かったように感じ

と思います︒

異なっていても目的は同じだ

ます︒
しかし︑︒つ︒つの活動が
無丿終えるにつれて同じ班の
団輿の良さが見えてきていつ

リーグ一達もミーティング
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陸上競技、カヌー、重量挙げ、スキー、音楽、読書
趣味

(4)

風
朝
平成７年10月30日

仙台市スポーツ少年団３０周年記念事業

ドイツシュバンドルフとの交流

団長

ロータル（52才男）
氏名

ワルツ

職業

体育教師、町会議員、シュヴァンドルフ市青少年スポーツ団委員、日本、ア
メリカ青少年国際交流委員

日本訪問への希望

日本とドイツとの友好関係をさらに深め、旧友を温め、さらに多くの人々と
国際交流経歴

友好関係を作りたい。

1981年青少年団の引率で訪日、1992、83、85、86、89、91、92、94各年日本

青少年団、訪独団をドイツで受入れ、1990年ドイツ、スポーツ青少年指導者

団の一員として訪日、1993年青少年団を率いて訪日

世話役

氏名 ワルツ ミヒャエル（23才男）
職業学生
趣味読書、物書き、テニス、映画鑑賞、陸上競技

国際都市仙台市で活動す

るスポーツ少年団の指導者︑

団員が本年で三十周年を迎え

ました︒昭和三十九年五月わ

ずか二十団で発足した仙台市

スポーツ少年団も︑現在では
二五一団を数えるまでに成長

して参りました︒がこの間多

くの諸先輩方の御指導により

活発な活動と共に組織の拡大
を果し︑平成二年には二巾二

町の合併を機にスポーツ少年

団も大同団結した事は周知の
事と存じます︒そして今年で

に︑かねてより全国的に交流

三ト周年︑この記念すべき年

ゲントを︑仙台市スポーツ少

のあったドイツスポーツユー

年団が独自にお招きする事と

致しました︒

もとより日独両国のスポー

ツの体系は違っている所です
が︑我々スポーツ少年団の理

念︑目的に最も近い距離にあ

り︑従前より交流を深めてい

る諸先輩達の体験談を聞いて

も大変参考になるとの感触を

得ていることから実施に踏み

日〜八月トご︒〜までの問︑ホー

切った経緯にあります︒今年
度はドイツの皆さんを八月一一

ムステイを中心に︑学校︑ス

ポーツ団体︑郷ＬＬ芸︑観光

廸訪問否の日程を終えて無事

心〜されました︒この間多く

朝
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氏名
職業

シースル アレクサンダー
(20才男)
ＣＮＣミーリングエ員

趣味

スキー、水泳

氏名
職業

ポールマン トーマス
(19才男)
生徒

趣味

スノーボード、自転車、
水泳、音楽、コンピュー
ター、ロッククライミング

氏名
職業
趣味

オホマン アレクサンダー
(19才男)
生徒
読書、ハイキング、音楽、

風

卒咬７年10月30日
氏名

メッセル エマヌエル
（20才男）

職業工業技術者（見習い中）
趣味 プラモデル、柔道

氏名

ビショフ ロルフ
(15才男)
職業 生徒
趣味 水泳、サーフィン、自転
車、サッカー、プラモデ
ル

氏名

ミュルナー ガドリン
(16才女)
職業 生徒
趣味 スポーツ、英話、仏語

ピアノ演奏、コンピュー
ター操作、自転車、スキー

氏名
職業
趣味

氏名
職業
趣味

エリッケ ペーテル
(24才男)
学生
音楽、オルガン演奏、合
唱、水泳、テニス

エリッケ クリスティアン
(15才男)
生徒
チェス、音楽、コンピュー
ター操作

氏名

ツィンバウワー ハネス
(17才男)
職業 生徒
趣味 エレクトロ技術、エレク
トロニクス、舞台劇を演
じる。

氏名

コップル レベッカ
(18才女)
職業 生徒
趣味 水泳、自転車、空手

氏名

ヴェニシュ
(19才女)
職業生徒

クリスティアネ

趣味音楽、ダンス、水泳、読
書、卓球、旅行

氏名
職業

ヴェニシュ
(16才女)
生徒

ベアーテ

趣味

読書、乗馬、水泳、音楽、
ダンス

の杵さんにお世話になりまし
た事に対し厚く御礼申しＬげ

ると共に︑来る平成八年九月

八日〜二士二日迄︑ドイツシュ

バンドルフを中心に訪問する

事が決まりましたので多くの

指導者の皆さんに参加を頂き

たいと思います︒仙台市スポー

ツ少年団も三十年を境に大き

く飛躍しようではありません

か

(6)

風
朝
平成７年10月30日

伝統の少年団です︒でも︑毎

は今年三十周年を迎える長い

中田スポ少﹇複合﹈ ︵サッ
カー︑野球︑バレー︑卓球︶

当団は中学の部活のサッカー

クラブがリードしていると︑
つぶさに語ってくれています︒

年団ＯＢの指導者が二度・三

県内でも不自由さ︑不調和が

中田スポーツ少年団会長

ようにと誓い合いました︒
仙台市スポ少副本部長

会体育が一般化するまで市内・
続くと予想されますが︑それ
が後に続くことを信じ地域ス

95・4・22発足式での

らに負けず頑張り多くの仲間

挨拶要旨

交流団員七名も派遣し︑体育

感心いたします︒
さて中田スポ少は︑日・独

果した力は大きく深いと今更

体育の我国のスポーツ向上に

が定着した敗戦後です︒学校

庶民がやっと余暇にあり付け
たのが︑週四十八時間労働制

学生達の学校体育だけでした︒

ポーツに触れる機会は学童・・

明治の近代化政策の一つに
学校教育があり︑日本人がス

た︒

校体育の狭間で悩んで来まし

るなかで何時も社会体育と学

ル卒団という型が定着し︑団
員資格は二十歳までと言われ

ました︒今回の設立は参加し
た二十名の団員︑八名の指導

ながらその第一歩を歩み始め

うとんでもないデカイ夢を見

獲得とクラブハウス建設と云

までの一貫したスポーツクラ
ブが整い︑専用グラウンドの

スが出来︑ゆくゆくはユース
の設立も願い︑幼年より成人

と少年団の架橋ジュニアユー

のＯＢのみでつくっている中
団クラブ︵東北リーグ所属︶

了認してもらいました︒当団

ですがジュニアユース設立を

た︒今回中学側の好意で部活
と全く関係なく︑一年生のみ

ど様々な経験を重ねて来まし

た時や︑反対に排除されるな

先生が好意的に受入れてくれ

部に︑十数年前より団ＯＢの
指導者を派遣し︑部長や校長

ことも否定できないことであ

とが段々困難になりつつある

最近思うことは︑小・中・高
を通して柔道を続けさせるこ

成果をあげて参りましたが︑

成のため努力し︑それなりの

受けながら本部活動の目的達

の東北ブロック大会等︑市ス
ポーツ少年団本部のご支援を

七月の学年別柔道大会︑十
一月の柔道交流大会︑十二月

より感謝申し上げる次第です︒

関の皆様のご支援の賜物であ
り︑関係者の一人として衷心

開催される各種大会が関係機

健全育成と柔道発展を期して

てきている感があり喜ばしい
ことだと思います︒青少年の

子選手が僅かではあるが増え

をみていて気づくことは︑女

近年開催される柔道大会等

では次のような趣旨で
①目的意識をもってひとつの
ことをやり通したという満足
感を与える︒
②ややもすると無気力・無感
動的な傾向のある現代っ子達
に強い精神力と楽しみを伴っ
た満足感を与える︒
③正しい転倒の仕方と機敏性
を身につけさせる︒
④強じんな体力をつけ︑肥満
体の子どもを少なくする︒水
泳やレクリエーションをとり
まぜながら柔道の持つ意義と
重要性を気づかせることは︑
すなわち柔道は大変楽しいも
ので礼儀も身につき︑団体行
動をすることで他を思いやる
心などの人間形成に欠かせな
い︑つまり﹁精力善用﹂﹁自
他共栄﹂の精神を毎回の稽古
を通して指導しております︒

早 坂 征 市

ポーツの振興の一助になれる

先進国では少年から青年・成

陣とご父母の熱意が実ったも

ります︒

報告

心の日本と︑考え方︑体制が

のですが︑今後の様々の困難

柔道部会

違い︑スポーツを楽しんでい

と新しい事に挑戦する勇気に

度参加し世界のスポーツ界は

年六年生が卒業するとイコー

ると帰国した参加者皆んなが

人まで一貫した指導に徹した
クラブが主流で︑学校体育中

報告しています︒又ブラジル︑

拍手を送ります︒ユース︑社

当単位柔道スポーツ少年団

ドイツのサッカー研修にも少

う

こ
そ
白

老

予定よりだいぶ遅れてしまい
ましたが︑朝風の第二号をお届

編集後記

白老町スポーツ少年団との
交流会も九回目を迎え︑今回
は野球︑バスケット︑水泳の三
種目が広瀬野球場︑グラウン
ド︑片平丁小学校︑ＹＭＣＡ
プールなどで開催されました︒
白老からの六団コ二九名
︵団員九七名︑指導者・母集
団四二名︶を︑仙台ではＹＭ
ＣＡを含めたＩ〇団が迎え︑
八月五︑六︑七日の二泊三日︑
団員たちはホームステイ︑交
流試合︑七夕見学とお互いの
交流を深め︑楽しい充実した
プログラムに参加しました︒
ちょうどドイツーシュバンド
ルフスポーツ少年団が来仙し
ており︑一部の活動は合同で
行われ︑白老・仙台・シュバ
ンドルフと三つの地域の団員
が言葉や年齢の違いを越えて
一絡にバスケットボールのゲー
ムを楽しみました︒来年は仙
台が︑白老をおとずれること
になっています︒

よ

ひ多くの団が本部ド催行事にも
団員やリーダーを送ってほしい
なと思います︒
佐藤田鶴子

けできることになりました︒
今年度は仙台市スポーツ少年
団の三〇周年記念式典を来年五
月に控え︑通常の活動と︑ドイ
ツとの交流の記念事業などが重
なり︑本部は気ぜわしい思いを
しましたが︑活動に参加した団
員の満足そうな笑顔を見て︑ぜ

新
野
昌
男

