平成十五年度の入団式
四月十九日︵土︶に平成十元年度の仙台市スポー
ツ少年団の入団式がシェルコムせんだいで盛大に開
催されました︒団員︑指導者総勢約二千百名が一
堂に会し︑年に一度のイベントをみんなで楽しみま
した︒
式典は午前九時に団員の一斉入場行進で始まりま
した︒堂々とした面持ちの上級生にまじり︑初々し
い下級生も少し大きめのユニフォーム姿でおいかけ
るように行進していました︒

ヶ森ブレイブス佐藤
幸輝君︑青葉空手道
山口知暁君の二名に
対して︑筒井本部長
より表彰状とメダル
が授与されました︒
他の優秀団員も同じ

く各々の指導者より直接授与されました︒
また︑今年度新規加入の団の中から代表として八
幡小少年野球クラブ他︑三団に︑本部から認定証と
団旗が贈呈されました︒

平成十五年度新規団
青・八幡小少年野球クラブスポーツ少年団
泉・ＦＣ・セレスタサッカースポーツ少年団
宮・はやで剣友会スポーツ少年団
泉・泉ヶ岳エンゼルススポーツ少年団
宮・中野スパローズスポーツ少年団
青・空手道けやき塾スポーツ少年団

太・菅武会空手道スポーツ少年団

泉・館リトルベアーズスポーツ少年団

青・広瀬無敗塾スポーツ少年団

式辞は︑仙台市スポーツ少年団筒井本部長より︑
﹁スポーツとは楽しみながら心身ともに逞しく成長

式の最後に︑誓いのことばがあり︑団員を代表し

泉・ＮＰＯスポーツクラブみやぎスポーツ少年団

太・東四郎丸サッカークラブスポーツ少年団

太・養志館スポーツ少年団

すること︒﹂勝敗のみにとらわれず仲間との協調性
を人事にすることなどたくさんの励ましの言葉をい
ただきました︒
お祝いに仙台市市民局文化スポーツ部部長の志賀
野圭一様をはじめ︑多くのご来賓の皆様にご出席い

美沙さんの二名が﹁わたしたちの成長を楽しみにし

て南小泉サッカーの阿部寛之君と東仙台剣道の佐藤

続いて︑各団の平成十四年度の優秀団員表彰があ

ていて下さい﹂と結び︑大きな期待を感じました︒

ただきました︒

り︑二白二十四名の優秀団員を代表して青葉区の貝

式後の交流会に約一千名という過去最多の団員が
参加し親睦を図りました︒内容は次の全員参加型の
ゲームでした︒

平成十五年度の委員総会
四月二十三日︵水︶に平成十五年度の仙台市スポー
ツ少年団の委員総会が仙台市青葉体育館会議室で開

一回戦で約五百組のペアでジャンケンをや

り︑議事の進行に入りました︒出席者は役員を含め

仙台市スポーツ少年団筒井本部長の挨拶ではじま

催されました︒

り︑勝ち残りが順次トーナメント方式で勝

約七十名程度でしたが︑各委員は熱心に議案説明に

① ジャンケントーナメント王者決定戦

ち抜き最後のひとりを決めるもの︒幸運な

次の議案について満場一致で承認可決されました︒

聞き入っていました︒

年生の小林慧太君でした︒小林君には筒井

第一号議案 平成十四年度会務並びに事業報告

優勝者は︑太白ファイヤーズの相互台小二

本部長より記念品が贈呈されました︒

もらえるとあって一投ごとに緊張しながら

を入れて得点を競うゲーム︒勝者は景品が

約三メートル先の大小三つのかごにボール

第五号議案 規約の一部改正

第四号議案 平成十五年度収支予算

第三号議案 平成十五年度会務並びに事業計画

並びに監査報告

第二号議案 平成十四年度収支決算報告

興じており︑チームメイトも歓声をあげな

第六号議案 役員改選

② 各区対抗フリースロー競争

がら大いに盛り上がっていました︒

詳しい内容につきましては︑委員総会での配布資料

指導者の方々に協力していただきました︒組織強化

のご来賓の方より仙台市スポーツ行政担当課の移管

なお︑総会の冒頭に仙台市市民局文化スポーツ部

をご参照下さい︒

委員会では次回も一層楽しい内容を企画しています︒

についての説明かありましたのでご紹介します︒

当日は役員はじめ︑ジュニアリーダー会︑各団の

みんなで参加しよう︒

・平成十五年三月三十一日まで
教育局 生涯学習部 スポーツ課
・平成十五年四月一日から
市民局 文化スポーツ部︵新設︶

スポーツ企画課
スポーツ交流課

白老交流の思い出

歴史姉妹都市

第十七回仙台市白老町スポーツ少年団交流会が︑

八月一日〜三日に行われました︒白老町スポーツ少

年団総勢一五九名は前日の夜フェリーで出発し︑翌

をした後︑市内観光

朝仙台港に到着しました︒ウェルサンピアで歓迎式

で河北新報社・博物

館・青葉城跡をまわ

りました︒数日前仙

台では地震があり︑

心配しておりました

三日目の松島観光は︑

遊覧船に乗って︑か

もめにえさをやった

り︑オルゴール館で

きれいな音色を聞い

たり︑瑞鳳殿の中で

食事をして︑楽しい一日でした︒

今回は︑野球部会がシェルコムせんだいで︑サッ

カー部会は南光台小グラウンド︑空手部会とバスケッ

ト部会は泉総合運動場で︑それぞれスポーツ交流を
行いました︒

それでは交流の様子を子どもたちの感想を交えな

がら紹介します︒

バレーホール

高砂バレーボールスポーツ少年団

遅くまで布団の上でト

お友達ができてうれしかったです︒

てし合にたくさんでたいです︒それからたくさんの

ガッツ国見
四年 片 桐 寛 二

ランプしていました︒
二日目︑朝はやはりね
むーい︒でもシェルコ

い雀踊りセレモニーが

しました︒はじめてあった人たちでしたが︑名しこ

ムせんだいへ︒かわい
〝何と十一大のグッピーの子供達をホームステイー・″
終わり鐘崎かまぼこへ︒

うかんをしたりしてすぐに仲よくなりました︒白老

子

私にとって大変より楽しみの方が先で︑苦にも感
試食も一杯食べすぎて

の人たちはとても強かったです︒去年はぼくの兄が

英

ぜず子供達が来るまで何をしてあげようか何を食べ
お昼のお弁当は？気持

野球で白老に行きました︒とてもたのしかったと言っ

南

てくれるのか？毎日待ち遠しくて少し眠れない日も
ちだけ食べたみたい︒

ていたので︑来年はぼくも白老にぜったいに行って

長

あったかも！いよいよ仙台新港にやって来た子供達︒
さあ大好きなプールヘ︒

みたいです︒

八月二日に白老のバスケットチームと交流試合を

二年前に来た子が一大︑他にどんな子がくるのかなぁっ

何と子供達の分散の早いこと︒ヶがもなくただ仙台
が寒い日が続いて水温が低くて早くあがったようで

て！船を降りて来た子供達は少々寝不足気味︒大丈

夫かな？不安を

広瀬ミニバス
四年村 山 寛 明

ぼくは︑交流試合で心に残ったのは︑名刺交換や

す︒夜は我が家の隣の公園で夏祭りの前夜祭︒二日

夜は前日より早めだったねえ︒とてもいい子供達

ＡＢＣＤに別れて試合をやったりいろんな友達がで

抱えて初めて一

一杯行事を大れ

ばかりでした︒来年又会いましょう！私達も必ずい

きたことです︒それに試合を見ていてディフェンス

目も温泉へ行くーつて楽しかったかなぁ？

ちゃって大丈夫

くよ〜！

人旅してきた子︒

かなって︒でも
子供達は元気の

が速くて戻りも速くておどろきました︒大人の人や

廉

なって速いプレーができるようになりたいです︒

福室レイカーズ

六年中 坪

交りゅう会にさんかしてたのしかったことは︑ま

トが上手で︑ぼくは負けられまいと一生けん命がん

友達がたくさんできました︒友達はみんなバスケッ

ミニバスケット

指導者のプレーはすごかったです︒ぼくも背が高く

︵泉総合運動場︶

かたまりです︒
我が家長南家に
着いてすぐに夕
食のカレーライ
スを食べてすぐ

しに︒一ゲームでは足りなかったみたいだけど︑次

だ入ったばかりなのにし合にでれたことです︒ほか

ばりました︒試合が終わるとかき氷をもらいました︒

ぼくは︑白老町交流会のバスケットに出ました︒

に温泉で〜す︒いよいよ我が家に戻って︑家には半

のだんの人とチームになってがんばったけどみんな

とてもおいしかったです︒子供の選抜チーム対大人

南光台ミニバス
三年もりおか あき

分庭にテントを張って誰がテント？誰が家の中ずい

上手でビックリしました︒わたしも早く上手になっ

にボウリングを

ぶん決まるまで時間がかかったようです︒だいぶ夜

で勝負しました︒ぼく
は選抜にえらばれませ
んでしたが友達を大き
な声で応えんをしまし
た︒

六年 相 馬 勇 希

片平バスケットスポーツ少年団

白老交流はとても楽

手

しかったです︒

空

中田空手道一年 制 野 朱 里
わたしは︑こうりゅうかいのとき︑たくさんのお
ともだちのまえで︑ゲキサイだいいちというかたを
えんぶしました︒

いなぁとおもいました︒
かきごおりと︑スイカもたべて︑おなかがいっぱ
いになりました︒
とてもおもしろかったです︒

中田空手道五年 庄 司 稜 太
僕は︑初めての交流会に行くときは︑とてもドキ
ドキしていました︒
待ち合わせの場所に着いて︑とても大きな建物が
あってビックリしました︒
中に入ってみると︑他の空手の人達がいて︑強そ
うだったけれど︑仲良くなれてよかったです︒
また参加してたくさんの友達をつくりたいです︒

中田空手道三年 菊 地 洋 平

す︒トランプをしたり︑ケータイゲームで遊んだり

したのが︑心に残りました︒

二日目︑グランディ21に到着が遅れて︑みんなと

夕食をとれなかったのが残念でしたが︑次の日の朝︑

みんなで食事できてよかったでず︒

今度も合宿に参加して︑交流したいです︒

中田空手道三年 庄 司 麗 奈

空手のこうりゅう会の時︑ほっかいどうのおとも

だちができた

ので︑うれし
かったです︒

バスケット

ボールのフリー

スローをして︑

あそびました︒

りました︒丈夫なバットが︑たった一蹴りで︑折れ

たけれど︑す

はいらなかっ

ゴールには︑

たことが︑すごいと思いました︒そして︑他の団の

ごくたのしかっ

僕は︑自分の師範のバッ卜折りが︑一番記憶に残

人達と友達になりました︒白老町の空手の師範とも

たです︒はや

す︒

こうりゅうかいになって︑ともだちをつくりたいで

くらいねんの

友達になれた事がうれしかったです︒
とても楽しかったので︑また参加したいと思いま
した︒

中田空手道四年 菅 野 雄 平

ぼくには︑はじめての合宿でした︒

中田空手道二年 菅 野 大 輔
たです︒僕が︑一番心に残ったのは︑泊ったことで

しらおい町の人と︑六人友達になりました︒

僕は︑白老町の人と︑初めて交流をして楽しかっ

だんだんなれてきました︒いいおもいでになりました︒

す︒白老町の人や︑青葉空手道の人と泊れたからで

さいしょは︑とてもきんちょうしました︒でも︑

しはんは︑あたらしいバットをおりました︒すご

ぼくたちは︑三日かん︑さんかしましたが︑一日
目は︑一ど帰りました︒次の日は︑シェルコムせん
だいに行って︑かいかいしきと︑泉たいいくかんで︑
こうりゅうをして︑グランディ21に行って︑とまり

なでおいしいかき水を食べました︒

名しをこうかんして︑おともだちがふえました︒

宍戸先生の︑バットわりはびっくりしました︒

一人ずつ形をしました︒ぼくは︑サイファをしま

した︒それから︑北海道の人たちといっしょに︑み

ルや部屋で楽しく過ごせるようになりました︒体育

て︑その日が

名しを作っ

カわりも︑楽しかったです︒

また︑みんなに会いたいです︒

中田空手道中一 星

行きたいと思います︒

いたいし︑もっと交流を深めるため︑来年白老町へ

合い︑友情を強く感じました︒この感動をまた味わ

他の競技のバスケットボール部と︑交流して︑ふれ

初めて参加しましたが︑他の地域の白老町そして︑

健太郎

夜は楽しくて︑おそくまでおきていました︒スイ

ました︒よるごはんを食べて︑おふろに入って︑ぼ

へやでは︑トランプのばばぬきなどして︑ねむれ
なかったので︑あそびまくりました︒
こんども︑またいきたいです︒

中田空手道六年 松 田 泰 知
八月一日から三日にかけての仙台市と白老町との
交流会に︑僕は空手道部で参加しました︒
最初は緊張して白老町のみんなと話ができません

館ではバスケ︒卜部とも交流でき︑うれしかったで

くるのを楽し

でしたが︑時間が経っにつれて打ち解け合い︑ホテ

す︒今度僕たちが白老町に行く時には︑ぜひまた参

みにしていま
した︒
じゅんび運

海道の人と︑

動をして︑北
僕は︑初めて北海道に行きます︒

昼に︑みん

でした︒

しで勝ちそう

た︒もうすこ

組手をしまし

早く北海道白老町に行きたいです︒

友達に︑もう一度会えるかと思うとうれしいです︒

今度の夏︑仙台の合宿で出会った白老町の空手の

楽しみです︒

ホームスティは初めてで︑少しきん張するけれど︑

青葉空手道五年 小笠原 由 也

加し︑楽しい思い出を作りたいと思います︒

青葉空手道三年 山 口 知 暁

んなで形をしました︒
歓迎白老スポーツ少年団

くたちのへやで休みました︒

また会えるといいな

〈仙台港に到着したところ〉

−野
球

北海道白老町の竹浦スポーツ少年団と仙台
市の大沢野球スポーツ少年団の交流を紹介し
ます︒
二日目シェルコムせんだいで交流試合の後︑
大沢中央集会所で懇親会があり︑とすけ︵く
じ引き︶や︑ストラックアウト︑冷た〜いか
き氷やおにぎりなど︑ごちそうや楽しいゲー
ムが盛り沢山でした︒企画の段階で︑今回は
母親参加型・父親準備がんばり型をコンセプ
トにしようと︑一人一人何かできるか役割を
考えたようです︒看板屋さん︑美術の先生︑
元料理人︑酒屋さんなど︑お父さんお母さん
の裏技を活かして準備が進められました︒懇
親会では︑現金のかわりに﹁オカベ﹂が使わ
れていました︒やきそば・フランクフルト・
ジュース・餅・かつおのたたきなどを10オカ
ベで交換できる仕組みです︒なお︑﹁オカベ﹂
には大沢野球スポーツ少年団の岡部監督の顔
がかいてあり︑ストラックアウトなどでビン
ゴになると30オカベがもらえたりと︑大大も
子どもも楽しめる懇親会になっていました︒
子どもの笑顔を見られる時間と場所を提供し︑
たくさんの人達がかかわるように工夫を凝ら
したと︑代表の方は話していました︒

ジュニア・リーダースクール

今年度も八月二十一
日︵木︶〜ニ十三日︵上︶
の二泊三日のスケジュー

して団員たちにとっても良いお手本になったのでは

人りました︒

おどりをして︑中に

いで︑私はリーダー

三日目の朝のっど

ないでしょうか︒

︿団員たちの感想文をご紹介します︒﹀

にたのまれ︑なぜか

司会をすることにな

私は︑初めてこのジュニアリーダースクールに参

たくないと思い少し

一人で司会なんてし

りました︒最初は︑

年団のジュニア・リー

加しました︒最初は知らない人と三日間もすごすこ

きんちょうしました

茜

ダースクールが宮城県

とが出来るのかと少し不安がありました︒一日目の

がなんとか終ること

新 田 佐 藤

泉ヶ岳青年の家で行わ

レタ・スポーツでユニホックというスポーツをしま

が出来たので今ではいい経験になったと思います︒

ルで仙台市スポーツ少

れました︒

した︒チームは同じ班の人とでした︒まだ︑あまり

ており︑将来のリーダー

活勤歴がある団員となっ

学生までで二年以上の

対象は︑五年生以上中

なることが出来まし

協力し合い︑仲良く

のスポーツを通して

ませんでしたが︑こ

話すことが出来てい

います︒

協力し合うことなどを知り︑いい経験になったと思

私は︑このジュニアリーダースクールで︑友達と

このスクールの参加

を育成することが主な

た︒

ちは︑団員が楽しく学べ

かにも優しいりーダーた

ダーたちです︒厳しいな

たのが約二十名の先輩リー

タッフとして活躍してい

した︒このスクールでス

恵まれ元気で明るい雰囲気が感じられる受講風景で

れました︒夜にはキャンプファイヤーがありました︒

もしましたが体カテストの後だったのでやはりつか

分間走などをやり体カテストは終了しました︒登山

くなり二十七回で終わりました︒立ちはばとび︑五

した︒〜五回位になると︑うでがふるえてきて苦し

でたてふせをやりま

私達の班は最初にう

テストがありました︒

二日目には︑体力

られるリーダーに︒

いこうと思う︒いつも明るくて︑周りのことを考え

れから生かしてチー人のリーダーとしてがんばって

ツ少年団とはなど︑とにかくいろいろ学んだ事をこ

たとえば︑何才ごろが一番体力がっくかとか︑スポー

と︑講和などを聞いていろいろな事を学びました︒

ちにドイツの人と交流してみたいと思いました︒あ

です︒最初はイヤだと思ったけど話を聞いているう

たことがあります︒それはドイツに行って見ること

私はリーダーの話を聞いてやってみたいなと思っ

福室レイカーズ 阿 部 いづみ

目的のスクーリングです︒

るために趣向をこらした

人学生の人もいてゲームをしたり︑おどったりして

今年度は十二団四十六名の参加があり︑天候にも

メニューを企画して指導

いました︒私達も練習していたジンギスカンなどの

一番楽しかったのはキャンプファイヤーです︒一

にあたってくれました︒この熱意あるリーダーに接

してとても楽しかったです︒指導して下さった先生

少ができた理由やジュニア・リーダーが全国や世界

この三日間のジュニア・リーダースクールでスポ

などをやってとても楽しかったでず︒

方︑リーダーのみなさん︑泉ヶ岳青年の家のみなさ

規模で行われているなどがわかってキャンプファイ

杯蚊にさされたけどみんなで歌ったり︑おどったり

ん大変お世話になりました︒とっても楽しかったで

ヤーなどが楽しかったです︒

住吉台フェニックス 村 田 晃太郎

す︒またジュニア・リーダースクールをやりたいなあ
と思っています︒とてもいい思い出が出来ました︒
本当にありがとうございました︒

福室レイカーズ 渡 部 早 希
私か一番いんしょうに残ったのは︑リーダーの人
たちがいつも進んで行動をしていて︑質問をしたり

火の子による点火式

するとやさしく教えてくれたり︑楽しい遊びを考え

て良かったでず︒

ぼくのこの三日間の思い出は二つあります︒一つ

みんなが仲良くなって︑外国の人たちと言葉が通じ

二つ目はキャン

てくれたり︑とってもすごいなぁと思いました︒一

なくてもスポーツがあればみんなで楽しむことがで

プファイヤーです︒

目は体カテストです︒立幅跳びで二ｍを飛べて班で

きるんだなぁと思いました︒ジュニア・リーダース

キャンプファイヤー

日目の講話は具合が悪くて聞くことができなかった

クールでの体験を生かしてチームをまとめていきた

では﹁アイドルに

は一位だったのでうれしかったです︒五分間走では

いです︒バスケットだけじゃなくほかのスポーツの

会いに行こうよ﹂

けど︑三日目の講話を聞いて︑スポーツ少年団って

人だちといっぱい遊べて楽しかったです︒キャンプ

﹁チョコレートと

最後の三○秒で二周走って合計十五周で一㎞をこせ

ファイヤーもみんなでおどりをしたりして︑とって

いちごジャム﹂

どういうものかが少しわかって︑スポーツを通して

も楽しかったでず︒最初はちょっといやだと思った

﹁ジンギスカン
︵ゲッツターン︶﹂

けど体験してみたら楽しかったでず︒とっても楽し
いいいおもいでになりました︒

﹁マイム・マイム﹂

火の神と

委員総会
三役･委員長会議

区本部長会議

指導協議会

事務局
常任委員会

専門委員会

総務企画委員会

組織強化委員会

指導育成委員会

交流事業委員会

広報委員会

入団式･交流会に
関すること
白老スポーツとの
交流
冬季交流事業
その他交流事業
(受け入れ、派遣
に関すること)

広報活動に関する
こと
朝風の発行
(編集､発行部数、
配布先等)

リーダー会
本部事業の企画、
運営､予算､決算、
渉外全般
各委員会間の調整
に関すること
他の委員会に属さ
ない事項

入団式､支部.指導
者会に関すること
区体育協会等他団
体との連携
スポーツ少年団加
入促進を図る
リ一ダー会の指導
育成

指導者及び母集団
の研修に関するこ
と
ジュニア･リーダー
スクールの企画・
運営

冬季交流事業

ボウリング大会開催

十六年二月十一日︵祝︶勝山ボウリング場におい

て︑スポーツ少年団冬季交流事業としてボウリング

大会が開催されました︒

小学一年生から中学生︑大人も含めて︑一〇九名

の参加者が︑20レーンで競技を行いました︒はじめ

ての試みで︑参

加人数が心配さ

れましたが予想

をはるかに上回

り︑大盛況でし

た︒一年生から

三年生までは︑

ファミリーレー

ン︵ガーターな

し︶で︑思わぬ

方向にいったボ

ウルがもどって

きたりして︑子供たちもたのしくプレーしていまし

た︒

大会後に筒井本部長より︑優勝した村石君︵小学

六年︶に賞状が手渡されました︒

仙台市スポーツ少年団

平成十五年度スポーツ少年団
認定員養成講習会
今年度の開催は︑仙台市体育館研修室において︑
十一月二十三・二十四日両日︒開講式の後︑以下の
カリキュラムにて行われました︒

<一日目Ｖ
スポーツ少年団育成の意義と原則
講 師 筒 井 久美子
人間の発達と少年期の特性
講 師 安 中 俊 作
単位スポーツ少年団の運営
講 師 佐 藤 伸 光

講 師 菅 原 房 雄

少年スポーツの指導

<二日目Ｖ

講師 田 原 龍 子

講師 大 沼 良 雄

安全のための方策 講 師 西 山 和 人
体カテスト
研究協議

受講者一〇一名のみなさま︑二日間︑笑いあり︑
眠気？との戦いあり︑の受講たいへんお疲れ様でし
た︒こども達のためにを第一にご指導を頑張ってく
ださい︒また単位団の活動のみならず種目別競技団
との交流や各種イベントヘの参加を通して︑より多
くの体験が出来ますよう願ってやみません︒

八年度本部事業予定

お知らせ

人 団 式
・平成16年４月17日
・シェルコムせんだい
委員総会
・平成16年４月21日
・青葉体育館
ジュニア・リーダースクール
・平成16年７月23日〜25日
・宮城県泉が岳青年の家
仙台市・白老町スポーツ交流会
・平成16年７月29日〜８月１日
・北海道白老町
認定員養成講習会
・平成16年11月27日〜28日
・仙台市体育館

︿訃 報﹀
前常任委員長の菅原房雄氏が二月二十五日早朝
逝去されました︒氏は永年にわたり 仙台市の本
部役員 宮城県理事 立町バレーボールの代表と
して幅広く活躍されておりました︒
まだまだご指導していただくことがありました

をお祈り申し上げます︒

のにあまりにも早い旅立ちでした︒心よりご冥福

