日ごろ︑仙台スポーツ少年
関係各位に心から感謝を申し

壽

て多くの少年︑少女の目に留

校や市民センター等を利用し

幕を閉じた︒

生まれ︑大変喜ばしい結果で

チームの中から優勝チームが

なお︑三大会いずれも少年

まるような方法で配布の準備
を進めている︒

会は︑ともにシーズンたけな

懇談会を設け︑少年団の現在

には︑市内各小学校長会との

たことを実感している︒十月

団をアピールできた大会になっ

わという時期と重なり︑参加

の実情の説明や今後の協力依

主催した三つのスポーツ大

はないかと心配したが︑全く

するチームが少なくなるので

頼を中心に懇談を行い︑

二年目を迎えた本事業は︑
初年度の反省を踏ま

理解を求めた︒

の応援と相まって活気のある

の杞憂に終わり︑多数の父兄

成できるよう尽力したい︒

組み︑満足できる報告書が作

れた一年間︑精いっぱい取り

が正直なところであり︑残さ

をかき立てられているの

しなければという気持ち

という実情で︑なんとか

生かゼロ︑三年生か数名

ている団の場合︑新四年

現在︑私か代表者となっ

えることとした︒

度への継続事業として考

係者の都合により十一年

いずれも実施時期及び関

実施する計画を立てたが︑

いての講演会いずれかを

うことと︑超有名人を招

の配布や清掃活動等を行

団員によるリーフレット

街頭でのスポーツ少年団

イベントについては︑

え︑対策班員の増員︑
強化を図りスタート
した︒
イベントの企画︑野

主な事業としては︑
球︑剣道及び太白地
区ミニサッカーのつ

ツクラブ﹂化に見合ったもの
従って︑スポーツ少年団も

どいの開催︑行政側

を計画したほか︑ポ

区毎に支部組織を設置し︑こ

これまで市本部の常任委員

スターとリーフレッ

と市内小学校長会と

の選出を種目を主体に選出し

トの作成を行うこと

れに対応することにいたしま

であると考えます︒

本部長 菅 原

作

俊

中

安

担当副本部長

団活動にご尽力をされている
上げます︒
平成九年から十年度にかけ

ていましたが︑平成十一年度

年度当初は︑ポス

にしてスタートした︒

の懇談会を行うこと

た︒体育協会︑学区民体育振

組織も大きな変革を遂げまし

からは︑常任委員の選出が各

した︒

興会連合会︑レクリエーショ

支部からと種目別部会・指導

て︑仙台市のスポーツ団体の

ン関係団体︑体育指導委員協

ターＡＪリーフレット

者協議会からの三本立てとな

の作成を中心に進め︑

ポーツ協会が設置され︑各区

ります︒

議会が一体となり各区毎にス
毎に市民のスポーツーレクリ

生涯スポーツのシステム化

ル度の部分の決定に相当の

標語︑図柄︑アピー

ニーション活動が︑より木目

時間を費やした結果︑満足

大会となった︒

特に野球の場合︑招待した

できるものが完成した︒現
在︑それを可能な限り小学

少年団の有様を考えましょう︒

の一端ととらえ新しい視点に

団の目指す﹁総合型地域スポー

この組織は︑スポーツ少年

立って︑二十一世紀に向けた

事業について

ました︒

モデル地区

細かに展開されるようになり

大都市育成

江

漉

谷

満

臨時委員総会開催

谷

副本部長 安中 俊作

濾
江
文
上

二月二十日出午後一時から

村
信

仙台市宮城野区の宮城青年会

文
子

館会議室において開催された︒

上
庄

区支部の設置および︑同指導

村
明

者協議会の設置を行うため︑
四月下旬に予定されている総

信
竹

会に向け準備を進めることを

昇
佐

にらんでの開催であり︑これ

原
由

正
子

菅
山

に伴う市スポーツ少年団規約
の一部改正を含めた議題を中

（七郷サッカー）（長町ＭＢＢ）｜（根白石柔道）
｜
（吉成サンシヤ （宮城野バスケッ
イッミニバスケッ
トボール）
トボール）

心にして進められた︒
菅原本部長挨拶後︑横山常
任委員長から︑議題の経過報
告と趣旨説明が行われ︑議事
に入り︑活発な意見交換が行
われた後︑懸案の三議案すべ

庄
男
二
名
椎

夫
高

章

由
章

三
節

井

てについて承認が得られた︒
議案承認後︑その他の事項と

土

井

原
盤

土

して︑大都市育成モデル地区
事業についての現在の状況報
告と︑今回の議決を受けての
区支部及び区指導者協議会の

菅 原
昇
（泉向陽台サッ
カー）
員

設立総会に向けての今後の進

市 原 三 夫
（やぎやまサッ
カー）
委

め方についての説明が行われた︒
今後は︑三月中に各区毎に
区支部及び区指導者協議会の
設立を行うとともに︑四月の
総会に向け準備を進めること
となる︒

高 山
忠
（七郷少年野球
クラブ）

任

市
常

正

忠
猛
辺

昌

満

渡 辺
猛 佐 竹
明
（台原サッカー）（岩切少年野球
クラブ）

常

長

渡

野
作
俊
中
安
壽
原
菅

若林支部
宮城野支部
青葉支部

光
伸
藤
佐
長
部
支

部
支
副

久美子
井
新

筒
部

男
支
太白支部

泉

今回の開催は︑市スポーツ
少年団の永年の懸案であった

スポーツ少年団支部選出役員

ｊ

北海道白老町スポーツ少年団交流会

道白老町のスポーツ少年団の

仙台市と歴史姉妹都市北海

者白老町役場表敬訪問←町

台で白老町へ←仙台市代表

︵相互訪問の平成十年度は仙台市スポーツ少年団が訪問︶

交流を通じて︑相互の理解と

式後町内施設等の見学←団

立コミセンにて︵休憩・昼
食︶←歓迎式︑受入側対面

友好を深めるとともに︑スポー
ツ少年団活動のより一層の充

員はホームスティ先に移動
←指導者側は町内での懇親

・リーダーーレクリエーショ

者ソフトボール交流会︑団
員︑保護者の名刺交換など︒

場にて野球交流試合︑保護

流会を行う︒
・野球−白老町営球場他２会

・八月一日土 各種目別に交

会を行なった︒︵約九十名
参加︶

実を図る︒
﹁日 程﹂ 平成十年七月三

十一日︵金︶︑八月一日
︵土︶︑二日︵日︶の二泊三
日

﹁宿 泊﹂ 団員は全て受入

側へのホームスティ︑保護
者は宿泊施設利用
︻参加チーム︼
︵仙台市︶

野球−大沢︑茂庭台︑岩切︑

ン交流︑しらおい港まっり
参加︑白老温水プール

ーバスケットボールー白老町

国見小︑通町

バスケットー南光台東︑片
平

総合体育館にて交流試合
ムックリ制作︑ホタル鑑賞

仙台空港到着←仙台空港内
にて解散式を行う︒

ポロビール園←道産市場
︵昼食︶←千歳空港出発←

て道内見学︑札幌市内←サッ

前にて歓送式←バス三台に

会を行いました︒
・八月二日 白老町体育館

など体験学習︑交流会
夜は各受入団での交歓交流

複合︵リーダー︶−新田
以上８団一〇八名
︵白老町︶

野球−白老ジャガーズ︑萩
野フラップ︑竹浦︑緑丘
ファイターズ

バスケットー白老ミニバス
水泳−グッピー
以上６団一二〇名

︻行
程︼
・七月三十一日 仙台空港

発←千歳空港到着後バス３

チーフリーダー

二日目︑三日目といろいろ
な体験をしました︒牧場へいっ
て馬を見たり︑一番心に残っ

ジュニアリーダー
スクールに参加して

で開催されたジュニアリーダー

新しく二泊三日という日程

感じたのではないでしょうか︒

ダーの難しさや存在の重みを

ことができ︑一人ひとりがリー

中で仲間との強調性を高める

の他にもたくさんの貴重な体

連れていってくれました︒こ

ムスティ先では夜︑お祭りに

とても興味をもちました︒ホー

葉︑文化を持っていた人々で︑

習をしたことです︒固有の言

くさんのことをまなびました︒

それにみなさんのおかげでた

さんの思い出ができました︒

ダースクールに参加してたく

ぼくは︑このジュニアリー

よかったです︒ジュニアリー

分間走では十七周できたので

かったのは五分間走です︒五

体カテストでとてもおもしろ

東仙台剣道スポーツ少年団 堀 越 貴 絵

スクールが︑何とか無事に終
私自身リーダーとしての経験
験をしました︒

鶴が森少年野球クラブ 四班 佐 藤 正 騎

えることができ嬉しく思いま
が浅く周りの仲間に迷惑をか

ているのは︑アイヌ民族の学

す︒十分とは言い難い事前の
けてしまいました︒反省する

ムもいくつかあり気持ちばか

張りました︒新しいプログラ
います︒

して取り組んでいきたいと思

と同時にさらに次への課題と

交換したり︑写真を撮りまし

いました︒わたしは︑名刺を

涙を流し︑こらえていた人も

あっという間の別れの日︑

人に声をかけれませんでした︒

す︒一日目はなかなかほかの

くさんの友達ができたことで

この三日間での思い出は︑た

をまとめられるリーダーにな

です︒ぼくは帰ったらみんな

ろかったのでまた来て見たい

ダースクールはとてもおもし

のは二日目の体カテストです︒

ダーは一人ひとり一生懸命頑

打ち合わせの中で私たちリー

りが焦ってしまい空回りして
うように相手に伝えることが

ダーの役割であると思います︒

てつくり上げていくことがリー

みんなの力と知恵を合わせ

﹁さようなら﹂という最後の

謝の気持ちでいっぱいでした︒

くれた家族の方々にお礼と感

た︒特にホームステイさせて

人とも仲よくできました︒一

た︒二日目は同じ十八号室の

かけ友達をつくっていきまし

二日目はたくさんの人に声を

りたいと思います︒

しまうこともありました︒思
できなかったり混乱してしま

これからも次へつながる積極

ダーの人もシニアリーダーも

うことさえありました︒しか

いるのもわかりました︒二日

日目の講話ではジュニアリー
た︒この時︑感じたこと︑こ

目のキャンドルサービスはと

言葉︒別れはつらいものでし
の二泊三日は旅行ではありま

ても楽しかったです︒一日目

います︒

せんでした︒たくさんの人だ

的な活動をしていきたいと思

ちとの出会い︑そして︑もう

と二日目いっしょうけんめい

し︑私たちリーダーはこの二

一つの家族︑わたしはこの思

あきかんに穴をあけて作った

泊三日という限られた日程の

白老町で︑できた友達・
もう一つの家族

いを忘れずにいたいです︒
到着後︑白老スポーツ少年

新田︵中二︶ 渡 辺 さやか

団の人だちと対面式をしまし

ムの目をかくして進むのは︑

やつは︑とてもきれいだった

三年前︑わたしは旅行気分

た︒三日間お世話になる家族

最初はとてもこわかったけれ

台ではけっして見られない光

で親しみやすかったです︒

思っていた通りやさしそうな方々

ました︒一番おもしろかった

ど後からおもしろくなってき

です︒三日目のネイチャーゲー

で北海道・白老へと向かいま

の方々にもあいさつをしました︒

白老町の皆さん︑ありがと

は山と海に囲まれていて︑仙

した︒空港からすぐの白老町

景でした︒

る元木さんの家に行きました︒

いよいよ泊まらせてくださ

たです︒

に来てくれたのでうれしかっ

たくさんの友達が空港に迎え

体験ができ︑よかったと思い

球のおかげて︑いつもと違う

い思い出でいっぱいです︒野

の方に歓迎していただき楽し

ん︒白老の町では︑たくさん

した︒この味は忘れられませ

ターで引き受けてもらうなど︑

の中心である︑中田市民セン

配り︑受付も地域の社会体育

二年生より五年生まで全員に

校の校長先生などのご協力で

大会開催のチラシは各小学

リーダー研修会三日間／

くても︑百年も二百年も︑生
その家はとてもりっぱで︑びっ

地域の多くの協力と︑中田ス

木はどこへでもはえ︑あたり

ていました︒たとえば木です︒

たりまえにあるものだと思っ

さです︒私は今まで自然はあ

一つは自然のめぐみの大切

た︒だけどリーダーとはみん

一番うまい人と思っていまし

でキャプテンは少年団の中で

ダーの大切さです︒私は今ま

で一番身にしみたことはリー

そしてこのリーダー研修会

私はこのジュニアーリーダー

まえにあります︒そんな私は
なをまとめ︑自分もしっかり

古波蔵 かおり

き続けていることを教わりま

ました︒

向山ファイブパインズニ班

スクールで学んだことは二つ
くりしました︒毛ガニをごち

木の気持ちなど考えていませ
やる︒というたいへんなやく

ミニサッカー大会を顧みて
中田スポーツ少年団サッカー部

中田サッカークラブと中田ジュ

ニア︑ユースの後援で運営し

てもらいました︒審判団︑会

場設営係︑記録係︑食事係な

ど︑スポ少の母集団も参加し

この大会で︑一人でも多くの

地域の小学生たちに︑サッ

に開催されました︒

会を中田小学校の校庭を会場

一回太白地区ミニサッカー大

平成十一年三月七日︑第

皆んなで称えてやりました︒

手を選出し︑記念品を添え︑

各グループの中から最優秀選

準優勝チームを表彰し︑更に

いました︒各グループの優勝︑

プ同志で合計三十七試合を行

をＣグループに分け各グルー

ることが地域全体のスポーツ

他の団で一人でも団員が増え

田スポ少に入団しなくても︑

を喜んでしてくれました︒中

少年団底辺拡大の地味な仕事

に入団して欲しいと期待し︑

し︑来期にはスポーツ少年団

子供達がサッカーに興味を示

カーの楽しみ︑初歩的サッカー

ションでした︒集まった子供

様な大会を続けて持ちたいと︑

らです︒来年も再来年もこの

振興にきっと役立つと思うか
︵スポーツ︶の面白さを体験

たちは初めてサッカーボール

当日は小雪が舞う悪コンディ
してもらいました︒

全員で願っています︒

て学んでもらい︑サッカー

の技術と規則をプレーを通じ

副部長 山 口 義 浩

ポ少の○・Ｂで組織している

した︒

んでした︒私達︑人間はオー
わりだとあらためてわかるこ
その他にも他の学校の人と

そうになり︑いっぱい食べま

あります︒

バーコートを着ても寒ければ︑

友達になることのすばらしさ

とができました︒

といいます︒だけど木は何も

﹁寒い︑寒い﹂︒
着なくてもどんなに寒くても

など知りました︒
さんかしたいです︒

またこのリーダー研修会に

がまんします︒木は何も話さ
なくてあたりまえじゃなくて
木はどんなに寒くても︑苦し

白老の想い出

に触れた者も多く見受けられ

道の白老町に行きました︒白

夏休みの時に︑ぼくは北海

くと︑めずらしい魚が水そう

いでした︒北海道の空港につ

出発という夜は不安がいっぱ

初めてです︒明日はいよいよ

四年生をＢグループ︑五年生

した︒二︑三年をＡグループ︑

チームので一五名が集まりま

五〜七名で編成し︑計二十一

田小の各学区より︑一チーム

四郎丸小︑東四郎丸小と西増

で︑スポーツを楽しんでいる

と子供らしく活発とした動き

少年少女共々笑顔で生き生き

剣なプレーが持続し︑応援の

ましたが︑試合会場内は︑真

中田小︑西中田小︑袋原小︑

老の野球チームと交流試合を

の中で泳ぎまわっていました︒

国見リトルベアーズ 浜 田 奉 大

するためです︒北海道に行く

好い雰囲気に包まれました︒

ことも︑飛行機に乗ることも

たことやみんなで協力してい

べったりたまにころんだりし

ことは︑スキーでみんなです

です︒ぼくが一番心に残った

んの友達を作りたかったから

実力をつけ成長する機会とな

メンバーにとっては一段と

点が加算され採点されます︒

さなどが対象の演技点に難度

躍の高さ︑美しさ︑技の正確

得点を競います︒得点は︑跳

指導者の紹介

ろんなことをやったことです︒
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﹁親善少年野球大会﹂
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﹁親善少年野球大会﹂が開催
されました︒結果は未加盟の

仙台市には少年野球活動を

している団体が百チームある
と言われています︒我々︑ス

は大都市育成モデル事業の一
環として行われたものであり︑

﹁中山とびの子﹂チームの優勝
で幕を閉じました︒この大会

する団は60チームであり︑残
りは地域のクラブチームや独
自のリーグを組織して活動し

スポーツ少年団員の拡大や団
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出来たものと厚く御礼申し上
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当スポーツ少年団は︑仙台

チームの紹介をする事でした︒

季︑新人大会には団員の参加
もＩ︑〇〇〇名を越え︑駐車

色々の学校から集まったス

市体育館︑青葉体育館︑泉海

その準備や打ち合わせは大変

場にしても︑二〇〇台分くら

の参加などなど︒いつもなが
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に上げられて︑歌って踊らね
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毎年︑石越町のトランポリ
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しています︒仙台市で開催す
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長田 真和

冬山のつどいに
参加して
寺岡サッカー

ぼくが冬山のつどいに参加
したわけは︑ぼくは︑たくさ

