に問題があるのでは

を進めているところ

団を私物化し︑活動

や親がスポーツ少年

これは一部の指導者

応援︑と一挙両得︒近々学校も週休二日制になりま

等があれば普段あまり会話の出来ない父親も協力し

とを思いやる気持ちも出てきます︒それと共に試合

導者から礼儀作法やチームプレーを教わり仲間のこ

懸命やりますと余計なことは考えられませんし︑指

団欒が出来ない時︑各種スポーツで汗を流す︑一生

多くの加入を進めましょう︒と考えるのは私だけで

す︒ますます地域の協力体制が必要となって参りま

なく︑スポーツ少年団の指導者であれば一度はお考

青少年の健全育成

ないでしょうか︒

ツ少年団活動は︑公共的性格を待った活動であり︑

す︒登録時には多くの子供達に声掛けし︑一人でも

個人的私的な集団の活動とは一線を画さなければな

えになられていると存じます︒これからも皆様のご

の性格を持つスポー

りません︒そのためには地域のスポーツ少年団でな

協力を得て頑張って参りたいと存じます︒

平成十二年一月二十九日出・三十日屈の二日間

スポーツ少年団認定員養成講習会を開催

︵常盤節 記︶

ければなりません︒
この﹁地域の﹂の意味するものは︑単に地域にあ
るというものではなく﹁地域住民みんなのための﹂
という公共性を意味しているものです︒青少年の健

壽

地域に根ざした活動を
本部長 菅 原
スポーツ少年団活動は︑地域における﹁子どもの︑

スポーツ少年団活動は︑スポーツの好きな子ども

全育成は︑一人の力で出来るものではなく︑地域全

子ども達による︑子ども遠のための﹂スポーツ活動です︒

達︵スポーツを好きにさせる子ども達も含めて︶が

体で育てることが原則であり必要なのです︒

にわたり仙台市体育館会議室にて行われた︒出席者

は二十九日一七二名︑三十日一七五名で二日目は市

外からの受講が増えたために増員になった︒

しかし︑現状は必ずしも理想どおりにはいってい

と母集団研修会が登録説明会の前にあり︑今回は︑

て三月十九日に行われましたが︑それと共に指導者

いたのは女性の受講者が多く︑全体の三分の一くら

剣に話しに聞き入り︑メモ等をとっていた︒目につ

十三時三十分より講習会が行われ︑どの受講者も真

平成十二年度の登録説明会が︑仙台市体育館に於

指導者研修会及び登録説明会

集まり︑指導者や親︑そして地域の人達の助けを借
りながら活動していくものです︒
そのねらいは︑﹁スポーツを通しての青少年の健
全育成にあります︒単に競技記録の向上や競技会の

ないようです︒事務局に訪れる体育振興会の会長さ

仙台南と泉警察署少年警察補導員お二人を迎えて講

勝利だけを目指すものではありません︒

ん方からも﹁スポ少は︑地域活動に背を向け︑今日

相沢県スポーツ少年団副本部長の開講の挨拶の後︑

は○○試合︑今日はＯＯ試合と参加協力をしてくれ

は違い︑現在の家庭環境では母親の不在︑金銭的余

付となった︒どの受講者も︑二日間の熱のこもった

さみ閉講式まで予定どおり講習会が進み︑認定証交

二日目も九時二十分より講習が始まり︑昼食をは

いになっていたように見えた︒
裕︑テレビ等の情報豊富さが子供達への身心のアン

現在の少年達の現状をお話し頂きましたが︑昔と

話をして頂きました︒

めるべくもなく︑また︑地域から認知され応援もし

バランスを生んで横道へそれる子供達を作っている

ない﹂とのこと︒これでは地域に根ざした活動は望

てもらえないのではないでしょうか︒地域に根ざし

︵椎名二男 記︶

希望と熱意を胸に晴れぱれとした顔であった︒

た活動どころか︑地域から遊離した私的な団体でし

ここでスポーツ少年団の必要性が出てくるものと

真剣な講師の話を聞き︑これからの少年団活動への
考えられます︒学校終了後の時間帯︑休日等︑家庭

のではないか？

識を身にっけさせようとのねらいは︑反対の教えに

かないのではないか？子ども達に協調性と連帯意

なっていることに気づいていないのではないか⁝︒

大野田サッカースポーツ少年団
青 木 俊 輔
白老町スポーツ少年団の皆さん︑ようこそ仙台へ

白老町スポーツ少年団
交流会に参加して

私達家族は︑今年四月に︑福岡県の博多から転

を始めてまだ３ヶ月程しかたっていませんので︑

居してきたばかりです︒また息子は︑バスケット

バスケット関係の行事などは︑見るのも聞くのも

仙台は伊達政宗が治めた城下町で︑皆さんの住む白
老町とは歴史的に深いつながりのある町です︒今年

会場の手配やセフアイングから︑食料の買い出

初めてのことばかりでした︒

などの緑も多く︑杜の都の名にふさわしいきれいな

しや︑料理︑ゲームの準備など︑だいぶ時間もか

の五月には︑人口が百万人を超える大きな町になり

町です︒一週間後には︑夏の東北三大祭りのひとっ

白老町スポーツ少年団と歴史姉妹都市として交

いて︑皆さんと︑直接おしゃべりはできなかった

いました︒当日も︑あちらこちらとハタハタして

かの方々から声をかけていただいて︑とてもうれ

流を深めて参りました仙台市スポーツ少年団との

当初︑来仙訪問団の一員に︑白老町野球スポー

しかったです︒また︑会場の中から時々聞こえて

のですが︑﹁カレー︑おいしかったです﹂と何人

ツ少年団の皆さんが︑訪問されたことがきっかけ

南光台東ミニバスケット 金野祐の母

次の準備へと︑心がはずみました︒

くる﹁ワアー﹂という歓声にも︑ほっとしながら︑

目団が︑参加されることを期待しています︒

平成十二年度白老町訪問の際は︑たくさんの種

バスケット︑野球でした︒

平成十一年度参加団は︑リーダー︑サッカー︑

を迎えることになりました︒

のは︑平成九年度からで︑今回の交流で︑三回目

日に至りました︒本部事業として取り組みました

仙台市では︑スポ少野球部会に委託されて︑今

ポ少がありませんでした︒

り︑交流を希望されましたが︑片平小には野球ス

仙台市立片平小学校との姉妹校だったこともあ

となり︑交流が始まりました︒

交流も︑今年で十三回目を迎えました︒

でした︒ゲームも楽しんでもらえるか気になって

がなかったので︑仕上りについては︑とても心配

かりました︒百人分のカレー作りなんてしたこと

ました︒町の中心部には広瀬川が流れ︑けやき並木

白老町との交流

である仙台七夕も始まります︒今回皆さんは︑残念
ながら見ることができないと思いますが︑今度来る
時は︑ぜひ見てほしいと思います︒
名産品もたくさんありますが︑これから皆さんが
行く笹かま館では︑できたての笹かまぼこをぜひ食
べてきて下さい︒
僕たちは︑皆さんが来ることをとても楽しみにし
ていました︒仙台も自然の多い町ですが︑北海道の
広い大自然の中で生活している皆さんとスポーツの
ことはもちろん学校のこと︑友達のこと︑遊びのこ
となど︑いろいろ情報交換できたらしいなあと思っ
ています︒せっかく仙台に来たのですから︑この三
日間で︑スポーツを通じて︑たくさんの友達を作っ
て︑たくさんの心に残る思い出を作って行って下さ
い︒僕たちも一緒に︑楽しい思い出をたくさん作ろ
うと思っています︒そして︑またいつか︑皆さんに
会える日が来ればいいと思っています︒家族のもと
を離れ︑不安なこともあると思いますが︑遠慮しな
いで話して下さい︒安心して仙台での生活を楽しん
で下さい︒よろしくお願いします︒

館小学校のレイソボースターズで七番をやって

うもありがとうございました︒みなさんと試合で

しらおいのみなさん︑こないだの交流試合はど

館レイソボースターズ太 田 桃 子

いる将です︒北海道に︑元レイソボースターズの

きてとてもうれしかったです︒また︑みなさんと

将

北海道のしらおい町のバ

古谷君という僕達の先輩がいます︒また会いたい

館レイソボースターズ加 藤

スケットクラブのみなさん︑

福室レイカーズ吉 田 彩 加

﹁こんにちは﹂

北海道の白老の人達が来ると聞いた時︑びっく

を少し手伝ったくらいでしたが︑周囲の方々は本

私︑又は福室レイカーズとしてはホームステイ

させて頂きます︒

らお手伝いさせて頂きましたが︑感想を少しのべ

今回の交流会に参加させて頂き︑私も微力なが

福室レイカーズ監督大 村 正 二

会える日をたのしみにしています⁝︒

にいきたいなあと思います︒私は五番デス︒また

試合できたらいいと思ってます︒それから北海道

ぼえていますか？私は︑マチちゃん

りしました︒早く七月三十一日になってほしいな

南光台東ミニバスケット清 水 奈 巳

ですね︒さようなら︒

交流会は︑とってもと１つ
ても楽しかったです︒また今
度いっしょに試合をしましょう︒とも

にあだ名をつけられたバナナ︵バルタ

あと思いました︒試合の日までに強くなりたいな

みちゃん︑やよいちゃん︑私のことお

ソ星人︶です︒また仙台に来てね︒今

あと思いながら︑一生けん命練習しました︒

老の人に会ってみて︑強そうだなあと思いました︒

試合当日︑東小学校に集合した時に︑初めて白

度は︑ミニバスケで来るんじゃなくて
友達として︑来てね︒
じゃあ︑しらおい町のみなさん︑

試合をしてみてやっぱり強いと思いました︒

いう子でした︒となりの二人の子とあべさんとは

ちゃんという子で︑左どなりがさくら子ちゃんと

決まって私の前があべさんで︑右どなりがやよい

おなじグループになるかわくわくしました︒席が

をしていました︒それから席を決める時にだれと

たら︑お母さんたちが︑カレーパーティーの用意

ては検討の余地はないのでしょうか？また︑時

気分を悪くした子もいたようですが︑日程にっい

交流ならではのことでしょう︒当日はかなり暑く

かき氷をはじめて食べる子もいたようで︑地域間

ました︒聞くところによると白老町の子の中には︑

カレーパーティーなど細かな配慮が︑見受けられ

交流試合のかき氷︑コミュニティセソターでの

﹁さようなら︒﹂

仲良くできたけど︑あとの三人とはあまり話すこ

間的スケジュールがハードのような気がします︒

当によくやって頂いたと思います︒

とができませんでした︒でも︑やよいちゃんとぶ

もう少し余裕をもてれぱもっと良いと思います︒

試合が終って︑コミュニティーセンターに行っ

ぼくとしては二日間が短く感じて︑もう二日ぐら

んつうをしようとやくそくしました︒私は︑郵便

福室レイカーズ阿 部 雅 之

いはとまってもよかったんじゃあないかなあと思い

いました︒

ぼくの家では︑とまるだけでっまんなかったと思

ました︒

ればと願います︒

したと思いますので︑肥大化せずに継続して頂け

いずれにしても︑夏休みの良い思い出と経験を
たいと思います︒

番号は知らないので︑番号をしらべて手紙を書き

北海道の話しをもう少し聞きたかったです︒六年
生最後なので︑白老町でのパスケットボールをがん
ばってください︒

冬山のつどいに参加して

冬山のつどい

感

想

文

五班班長 長 谷 優 太

僕はこのスキー教室に参加していろんなことを学

歩

一月五日︑冬山のつどいの初日である︒ぼくは去

ぴました︒特にスキーをしたことが一番楽しかった

阿 部

年も参加しているが︑でも少しきんちょうしていた︒

です︒このスキーのおかげで︑僕は前よりスキーが

私は︑この﹁冬山のつどい﹂にいく前はすごくド
キドキしていました︒それに心配していたこともあ

バスに乗ってしまうときんちょうがとぎれてきた︒

ツにもきそは欠かせないものだと︑このスキーを通

僕が改めて思ったことは︑やっぱりどんなスポー

することが楽しかったです︒

それに僕は︑夜にいろんな人と楽しい話をしたり

大好きになりました︒

りました︒﹁最後の日のみんなで山の上からすべっ

こんでいたので乗るのに時間がかかった︒この前の

そして︑ゴンドラにみんなで乗ろうとしていたが︑

けおくれてたらどうしようかな﹂とか︑いっしょの

研修会で知り合った︑和彦君と光洋君としやべって

てくるとき︑みんながうまくなっているのに自分だ

へやになる友だちとは︑仲よくなれるかなとの心配

いたので楽しくゴンドラに乗れた︒
ゴンドラからおりて︑少し歩いてロッジについた︒

がありました︒
でも︑行ってみればそんな心配はありませんでし

﹁パラダイスロッジ﹂にっいてごはんたべてまち

わせた後︑坂を少しのぼった所で先生にすべりを見

色々説明を聞いて︑スキーのブーツやスキー板を合

いやだったけど︑次の日︑僕たち五班は四班といっ

しめんどくさいしあきてくるから︑最初の日は正直

最初にきその練習をしたときは正直言って疲れる

して改めて理解しました︒

にまったスキーの時間︒一ねんぶりのスキーだった

てもらった︒みんな一人ずっすべっていき︑先生が

しょに山の頂上からいっきにすべりました︒その時

ロッジの三階に行って︑おにぎりを食べた︒その後

のでうまくできるかな？と思いました︒最初はリ

それを見て班の人を他の班に移ってもらうことがあ

た︒バスの中でも楽しくできました︒

フトにのらないでカニさん歩きで︑と中までのぽっ

にきのう教えてくれたカーブやブレーキのことがや

ん習していなかったらおそらく大けがしてたと思い

りました︒ぼくは少し不安でしたが︑一班の人は全

そして︑班ごとにわかれて活動しました︒まだ︑

ます︒こういう大けがしなかったりスキーが楽しく

て右左にまがりながら下まですべりました︒そのと

人だけいたので二班の女の子が三班にきました︒は

あまりなれてなかったため︑みんなの足を引っぱっ

なったのは千葉先生や︑先生のおかげです︒どうも

くに立ちました︒もし︑きのうあれほどしっかりれ

じめは八の字などのれんしゅうをしました︒全員が

てしまった︒めいわくをかけてしまうのがなさけな

ありがとうございました︒

員移りませんでした︒

女の子なのでとても気が合いました︒すごくさかが

くていやだった︒でもまだ完全にコツをつかんだわ

き私は三班にうっりました︒でも三班に男の子が一

きゅうなところもあったし︑ぜんぜんきゅうじゃな

けじやないけど少しだけつかんだ気がした︒ちょっ

も忘れません︒

おわり

そして︑このスキー合宿のことはいつまでたって

前より基本に忠実になろうと思います︒

僕はこの教えられたことをサッカーにも生かして

いところもありました︒一月六日の日はあまり天気

とだけ︑自信がわいてきた︒
夜︑みんなでわいわい話せて︑楽しかった︒知ら

がよくなくて︑午後からは︑雨がふってしまいびしょ
びしょになってしまいました︒

ていった︒そういうふうに色々な人と仲よくなるの

ない人もいたけど︑時間がたつにっれて︑仲よくなっ

スキーも上たつしたしいろいろな友だちができたの

がおもしろかった︒

でも私はこの﹁冬山のつどい﹂に参加してとても

でとてもよかったです︒

スキーの感想
土 井 拓 也
ぼくは︑このスキー教室をやってよかったことは︑

感

想

文
中 村

一月五︑六︑七︑この三日間はスキー教室があり

馨

目が楽しみでした︒

二日目︑リフトにのって他のゲレンデにすべりに

二︑三班といっしょにすべった︒斎藤先生が︑﹁十

あるうち君達は一つしかスキーの楽しみを知らない︒

けどうまくなれば︑もっと楽しみが増える﹂という

を食べてまず︑スキー板をはいたまま歩いてみまし

そして︑パラダイスロッジに着きました︒昼ご飯

ことを教えてくれた︒少しずつうまくなっていくと︑

た︒簡単だと思っだけど︑やってみたらかなりむず

ました︒ぽくたち加茂ミニバスから五人行きました︒

かしかったし︑すべってもうまくすべれませんでし

他のスポーツと違って自然が相手のスキー︒

朝いっもは八時か七時三十分ごろにおきていたのに

次にスキーのことです︒スキーは初めのうちは︑

た︒あるていどたいらな所ですべったら上にのぽっ

きびしい条件の中で滑ることもあります︒仲間

それまでただすべっていた時のおもしろさよりもっ

あまりすべれなくていやになってやめたくなったけ

てみました︒なぜかのぼるのはけっこううまくでき

を思いやる心︑協力する気持ちも伝えたい︒

ぼくは六班で︑ミニバス三人同じ班でした︒

どすべれるようになったらすごくおもしろくなりま

ました︒だけど全然できないのがありました︒曲が

しかし︑逆に自然が相手だからこそのスキーの

ここにきて朝早くおきれるようになりました︒

した︒あとコーチはおしえるのがうまくてすぐおぼ

ることができませんでした︒何度やってもできませ

魅力もあります︒多くの子供たちに︑この楽し

とおもしろくなっていった︒

えました︒あといろいろなことをやっておもしろかっ

んでした︒けっきょく曲がることができないまま一

さを伝え続けていきたいと思います︒

瞳に見送られると︑三日間の疲れも吹っ飛び

楽しかったよ︒﹂という言葉と︑キラキラ輝く

毎年︑最後の日︑子供たちの﹁ありがとう︒

いけど︑色々な体験ができました︒

ぼくは︑六年だからもう冬山のつどいには行けな

たです︒このスキーをやってよかったと思います︒

日目の練習が終わりました︒そして時間がすぎていっ
てねる時間になりました︒しかし︑すぐにはねむれ
ませんでした︒
そして二日目の朝がきました︒二日目は︑最初に

私たちがはじめて教えた子供たちも︑もう二

﹁また来年﹂という気持ちになってしまいます︒
てうまく曲がれました︒そして二回︑三回と増やし

十歳になっているはず︒まだスキーを続けてい

また曲がる練習をしました︒なぜか一日目にくらべ

ていきました︒それからすべりに行きました︒練習

てくれるかな？私たちをもう超えてしまった

でしょうか︒

﹁冬山のつどい﹂のＯＢ会なんていうのはどう

かな？なつかしいような︑淋しいような⁝

したかいもあってよくすべれました︒その後リフト
にのってみたら︑これも楽しかったです︒数回すべっ
た後︑昼ご飯を食べて場所を移動しました︒そして
かなりすべってリフトにのりました︒ロイソにもどっ
たけど︑ぼくはまだスキーをやりたかったので三日
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活動状況について

十数年前︑歴史あるスポーツ少年団として活動さ

安 中 俊 作

本支部は︑平成十一年三月十八日に各団の代表者

れていました少年団でしたが︑二市二町合併後︑仙

佐藤伸光

創立一肩年を迎え

の出席を得て︑支部規約の承認を受けるとともに︑

たからです︒各区に設立のための実行委員会が出来︑

全てが各区に出来た区体育協会に加盟することになっ

されたことを受け︑実施種目︑開催場所及び日時等

環として︑各支部ごとに事業を実施することが決定

たが︑十月に至り︑大都市育成モデル地区事業の一

スタート後は︑特に目立った活動はしていなかっ

を行いましたが︑三〇〇名近くの小学生︑保護者の

事業といたしまして﹁スポーツウォークラリー﹂

スポーツ少年団として誕生いたしました︒

では十一年三月︑設立総会が開かれ︑新たなる泉区

昨年度︑五区すべてが支部組織の運びとなり︑当区

台市スポーツ少年団として設立︑現在に至りました︒

仙台市スポーツ少年団から五区全てに支部組織が
出来︑早いもので一年が経過しました︒

何回も協議を重ねようやく昨年の三月に五つの区に

について検討を行い︑十二年三月五日︵日︶に南小

方々︑また団員︑指導者︑育成母集団のだくさんの

各役員等の選出を行い︑発足した︒

スポ少区支部が誕生した訳です︒支部を立ち上げ︑

泉小学校の校庭を借用して︑﹃みんなでゲームを楽

これは仙台市から助成を受けているスポーツ団体

従来の種目別交流主体から区組織編成によりきめ細

御参加を頂き︑種目を超えた交流会︑ニュースポー

指導者の方々九〇名が熱心に受講されました︒発足

の方々の御指導で講演と実技を行いました︒母集団︑

﹁親と指導者のための救急法﹂を泉消防署救急隊

立されました︒

また︑支部発足とともに指導者協議会が同時に設

的でもあります︒

もに︑スポーツ少年団を多くの方々に知って頂く目

企画の目的といたしまして︑団員増員を図るとと

ツを一日楽しく過ごしました︒

かい活動と組織の強化が図れました︒

二五〇名となった︒

子供会単位での参加があり︑付添いの父兄を含め約

参加者は︑区内のスポーツ少年団員に加え︑特に

ぞれ子供たちの歓声が響きわたった︒

﹁輪投げ﹂及び﹁ダーツ﹂の五種目にわたり︑それ

ぞかせ︑﹁綱引き﹂︑﹁キックベース﹂︑﹁的当て﹂︑

当日の会場は︑風が強かったものの太陽が顔をの

しもう﹄と銘打って実施した︒

しかし︑未だ青葉区内スポ少が全て一同に会して
の交流や協議をするとなると︑馴染み不足からでしょ
うがもっともっとＰＲや活動の活発化を図るべきと
反省しております︒青葉区体育協会加盟の皆さんと
もスポ少の実情を話したり組織のＰＲを行う等︑会
議は欠かさず出席し勉強しております︒
また︑三月十一日に開催した﹁ニュースポーツゲー
ムラリー・inＡＯＢＡ﹂には二四〇名を超える団員︑

関係者の多大なる協力をいただいたうえ︑付添いの

一年目ですので指導協と共催で行いました︒

各種目の実施にあたっては︑特に︑南小泉スポ少

初の青葉区支部としての主催行事でしたが予想以

各父兄の協力が得られ︑混乱もなく無事終了したこ

保護者︑指導者の方々に参加を頂きました︒

上の参加があり︑役員一同一つの実績が上がり喜ん

とに対し︑感謝申し上げる次第である︒

えて青葉区スポーツ少年団活動を促進すべく努力を

これからも区内各団の意向をとり入れ︑種目を超

かに大切かを実感したことを書き添えたい︒

の日常生活の中に遊びの場を提供してやることがい

なお︑今回のイペソトを実施してみて︑子供たち

ようお願い申し上げます︒

展を願い︑皆様の更なる御支援・御協力を賜ります

ただくことになりました︒泉区スポーツ少年団の発

平成十二年度は︑泉区体育協会の仲間に入れてい

でおります︒

して参ります︒皆様方には更なる御支援・御協力を
賜りますようお願い申し上げます︒

スポ少加入二年目を迎えるにあたって

今年もドラゴンズ旋風
をまき起こせるかダ
できたようです︒

い﹂と考えたところ︑その悩みもふっ切れることが

量が増えても﹁子供達に良い思い出を残してあげた

母の間でも随分議論し悩んでいましたが︑多少事務

することによりそれらの壁を乗り越えてきました︒

に陥ることも多々ありましたが︑父母会が一致協力

送迎が大変であったりと︑事前に予期できない状態

試合会場が遠方になったり︑同じ日に大会が重複し

人大会など︑これまで経験したことがなかった各種

春季大会から始まり︑ジャンボ大会︑秋季大会︑新

ていただいております︒

見聞を広めることができ︑チーム運営等に反映させ

指導者や父母の方の様々な方々との出会いを通じて

また︑各種研修会等の行事にも参加させていただき︑

我がチームは十四年前︑町内会の道路や公園空地

大会に目まぐるしく参加することができ︑子供達に

加入後は︑仙台市スポーツ少年団野球部会主催の

で野球をしていた子供達への安全な場所提供と良き

とっては少年野球の熱き思い出としてアルバムの一

少年野球鶴巻ドラゴンズ 丹 野 雅 光

指導者の下で野球をさせてあげたいという思いから︑

ページに深く残ったことと思います︒

きる人材となり︑再び指導者として戻ってくること

培い︑育まれた精神・経験を生かし︑社会に貢献で

ドラゴンズを巣立って行ったＯＢ部員が少年野球で

と︑歴史を感じさせるチームになってきております︒

れぞれの進路先で活躍中であるとの便りが届きます

りました︒お陰様でｏＢ部員も七〇余名となり︑そ

た伝統チームの方々に励まされながら存続してまい

えられ︑そして︑各種大会に招待していただきまし

この間︑後援会を始めとする数多くの関係者に支

に至っております︒

をとって︑現在の﹁鶴巻ドラゴンズ﹂と改名し現在

ようになり︑チーム名を部員が通っている学校の名

その後︑鶴巻小学校学区内から広く部員が集まる

を開催していただいた事務局の方々のご尽力のお陰

ただいた各チームの選手︑関係者を始め︑各種大会

加入影響があると同時に︑我がチームと対戦してい

のような経験ができたものも︑スポーツ少年団への

年野球の醍醐味なのかなあと感激いたしました︒こ

ポーツの楽しさや感動を与えていただき︑これが少

忘れることができない良い思い出となり︑そしてス

あまり試合出場経験の少ない子供達にとっては生涯

とができたことは︑日ごろ六年生の控え選手として

誰もが予想しなかった準優勝カとフまで獲得するこ

団野球部会主催の新人交流大会では︑初出場ながら

ことができました︒その中でも仙台市スポーツ少年

会ブロック優勝などと︑まずまずの成績結果を残す

会はそれぞれベスト８︑学童県大会出場︑仙台市大

仙台市スポーツ少年団野球部会主催の春季︑秋季大

また︑成績のほうも運を味方にすることができ︑

導方をよろしくお願いするとともに︑スポーツ少年

り組んでおります︒試合等でお会いした際にはご指

ただ今︑高野奨監督を中心にして新チーム指導に取

よう︑そして︑二年目のジンクスと言われないよう︑

たりまして︑伝統チームの方々に迷惑がかからない

最後に︑スポーツ少年団加人二年目を迎えるにあ

この頃です︒

づくりに心がけていく必要があると感じている今日

のか︑二十一世紀に向けて子供達に魅力あるチーム

ツ少年団が地域へどのように根ざして行ったら良い

姿を見かけることが少なくなった今日︑今後スポー

てきております︒休日でも外で遊んでいる子供達の

に左右されずに一人でＰＬＡＹすることが可能になっ

たスタイルで野球を楽しむことができ︑時間や天候

すが︑近年の各種ゲームソフト等により︑従来と違っ

スタイル変化など要因としては様々あると思うので

されてきております︒少子化の影響や家族のライフ

部員は減少傾向にあり︑今後のチームづくりが懸念

現在︑困っていることは新入部員の入部がなく︑

中野新町町内会の父兄の方々が中心となって︑少年

を願っている所存であります︒

であることを忘れることなく感謝いたしております︒

団のますますの発展を切に願いまして近況報告とい

野球チーム﹁新町ドラゴンズ﹂が誕生しました︒

いうことで︑会社であればまだ新入社員ということ

昨年はスポーツ少年団への加入効果もあり︑練習

スポーツ少年団に加入したのは︑昨年四月からと

になり︑まだまだ経験不足の状況にあります︒加入

試合も含めますとちょうどＩ〇〇試合がありました︒

たします︒

する数年前からスポーツ少年団への加入について父

ジュニアリーダースクール
今年も︑三月二十四日から二十六日に泉ヶ岳青年
の家で行われました︒一一一名の参加者に︑リーダー

仙台市スポーツ少年団
平成十一年度入団式

の趣旨︵ねらい︶について︑スポーツ少年団のリー

して位置づけ︑平成四年度から実施してきた入団式

新生スポーツ少年団活動の幕開け︑躍動の起点と

一〇八単位団・二七〇〇人が集う

ダーとは何か？望ましいスポーツ少年団のリーダー

は年ごとに拡大し︑大きな盛り上がりを見せてし

一四名︒リーダーから︑ジュニアリーダースクール

像︒リーダーの役割︒ルールとマナー︒リーダーと
ます︒

団一〇八単位団・二七〇〇人の団員や指導者が参加

︵土︶仙台市体育館を会場に︑仙台市スポーツ少年

今年度は︑スポーツシーズンに相応しい五月八日

しての実践・行動︒自分の不足なところをみつける︒
そして︑どのようなスポーツ少年団のリーダーにな
りたいか？などの話があり︑団員全員が係の役割
を分担し活動がスタートしました︒

きるまで待ち︑一斉に食事をしたり︑みんなの前で

には元気になっていました︒全員の食事の準備がで

りＩダーのおにいさん︑おねえさんの声がけで︑朝

わせ︑堂々と晴れやかに入場行進する様子はさわや

に︑国見小学校小萩吹奏楽団の演奏する行進曲に合

て︑団員が青葉・宮城野・若林・太白・泉の区ごと

各団のプラカードを先頭に団旗・優秀団員︑そし

し︑盛大に開催された︒

りＩダーシップをとったり︑雪の中での目かくしの

かな歓喜と大きな活躍の期待で︑体育館内は一杯に

夜に具合が悪くなった子もいましたが︑やさしい

鬼ごっこ︒最初は︑おそるおそる歩いていた子供達

包まれました︒

身体と健全な心の育成︑団活動への称賛など︑励ま

山田副会長が見えられ︑スポーツを通じての健康な

お祝いには︑仙台市小松教育長︑仙台市体育協会・

も自然と雪合戦し︑靴もくつ下もびしょぬれになる
のも忘れて︑夢中になって遊んでいました︒家では
経験できないものだと思いました︒
この二日間で︑リーダーとは︑決してチームの中

続いて︑平成十年度各団において優秀な成績を修

しとお祝いのことばをいただきました︒

たり︑自分がまずやってみせることができる人で︑

めた二一五名の団員に対し︑表彰状・メダルが授与

でプレーがうまい人なのではなく︑みんなをまとめ

思いやりのある信頼される人物だということがわかっ

され︑また︑新しく加入した七団体には本部から団

友好と親睦を大いに深めました︒︵大友一史 記︶

による交流会を行い︑競技種目を超えた団体同志の

式典終了後はつなひきやユニカールなどのゲーム

しました︒

旗が贈呈され︑仙台市スポーツ少年団の仲間入りを

てくれたようでした︒
二日間︑一一一名の団員のために企画・行動して
くれたりＩダーの皆さん︑御苦労さまでした︒元気
に帰って来た子供達が︑将来︑あなた達のように成
長することを願ってペンをおきたいと思います︒
︵田原龍子 記︶

平成十二年度の入団式

登録団みんな参加しよう

編集後記

一︑初めて新聞を作る者には︑新聞は魔物にみえ

てくる︒

一︑原稿を依頼する時には︑紙面に限りあること

を忘れるべからず︒

一︑月日が過ぎてからの原稿依頼は慎むべし︒

一︑早々に行事を考慮し準備を進めるべし︒

一︑四苦八苫しながらでも︑頭数集まれば知恵は

出てくるものである︒

一︑しかめっ面でへたに考えるより︑笑顔で前向

きに事を進めるべし︒

一︑良き仲間集まれば︑すべて良好に走り出す︒

今回︑私共全員初めて新聞作りをする者ばかり

で︑皆様方へ原稿をお願いする時も多々ご迷惑を

おかけ致しましたが︑素人なりに何とか形になり

ましたのでご笑納下さり︑お読み頂ければ幸いで

常盤

相犀 一夫

田原 龍子

ございます︒ありがとうございました︒

木須 勇治

椎名 二男

節

庄子 正信
大友 一史

