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創設40周年を迎えるにあたり

だってどの子も
可愛いじゃない

たいと思っています︒

少年期にスホーツの楽しさ︑喜びを体験し﹁生涯

通した教育﹂です︒

目的は﹁スポーツを

合型スポーツクラブ﹂を地域に根強いクラブとして

齢者になるまで楽しめる﹁みんなのスポーツ﹂﹁総

ツ︒運動不足による健康体力の低下になる事なく高

スポーツとして﹂いつても︶︑どこても笑し身るスポー

少年少女たちを立派

創設当初からの目的としています︒

スポーツ少年団の

な社会人に育てる︑

区スポーツ少年団共に交流大会を持ち︑多くの仲間

仙台市スポーツ少年団では︑各競技種目部会︑各

ります︒少年期の発育発達を促進し︑健康上必要な

と出会い友情を深めています︒本部事業と致しまし

人間形成の場でもあ

身体運動の場としてだけでなく︑人間生活の全てに

を越えたすばらしい思い出と深い交流を今から楽し

十七年度は︑仙台市が受け入れとなり︑競技種目

の交流も二十年目を迎えようとしております︒

ます︒歴史姉妹都市北海道白老町スポーツ少年団と

ても入団式と交流会︑ジュニアリーダースクール︑

勝利至上主義︑勝つ事ばかり目的とした指導や活

わたる︑知的・道徳的・社会文化的とも連携した活

昭和三十七年日本体育協会五十周年記

動が︑時には自己中心的な人間づくりの場となって

冬のつどいボウリング大会などの事業を行っており

念事業の一環として︑日本スポーツ少年

しまいます︒今︑指導育成にたずさわる方々の教育

動です︒

団が創設され︑その翌年県本部と並行し

的配慮が求められるところです︒

本部長 筒井 久美子

て仙台市本部が設置されました︒

を迎えますが︑スポーツ少年団創設の理

ありまして︑日独スポーツ少年団同時交流会を︑持

県スポーツ少年団では︑県内八地区連絡協議会が

みにしております︒

念︑目的は当初と今も変ることはありま

ち廻りで開催しております︒十七年度は八年に一度

平成十八年度には︑仙台市も四十周年

せん︒

の仙台市スポーツ少年団が︑受け入れ担当になりま

す︒本部役員達は嬉しい期待感と︑緊張感で一杯です︒

少子化という社会現象の中︑子供たち
のスポーツに対する関心が薄れ︑又育成

んだ瞳を︑いつまでも輝かせてやりたい︑いっそう

最後に︑純粋な子供たちの心︑キラキラと輝く澄

ずつ変化してきているように思われます︒

心ゆたかに成長させてやりたい願い︑私達指導者や

母集団の考え方が︑当初の理念から少し

今︑子供たちを取りまく環境もめまぐる

育成母集団︑ご父兄の皆様と共に一丸となって努力

﹁だってどの子も可愛いいじゃない﹂を合い言葉

しく変り︑様々な犯罪に悩まされ大きな

仙台市スポーツ少年団も四十周年を迎

に楽しい仙台市スポーツ少年団になるよう︑皆様の

していきたいと思っております︒

える節目に私達指導者と団を支えて下さ

ご理解とご協力を︑重ねてお願い致します︒

社会問題になっております︒

る育成母集団の皆様ともう一度考えてみ

平成16年度の入団式
2,700人が集う！

入団式

四月十七日︵土︶に仙台市

１ 若 連坊ジャスティス

２ 宮高砂クラブ

の団旗の贈呈式があり︑新たに仲間入りした十四団

青 仙台市立第一中学校バスケットボール
12
青 吉成バスケットボール
13
宮 中野バレーボール
14

10 青 仙台市立第一中学校バスケットボール
11青 空手道季練会吉成道場

９ 若 蒲町中バスケットボール部

８ 宮 宮城野ＹＣ

７ 宮 鶴ヶ谷空手道誠真会

６ 青 ＦＣジュネス・サッカー

５ 宮 中野柔道教室

４ 太 八木山ジュニアバレーボール

３ 泉 北中山メイツ

新規入団

スポーツ少年団の人団式がシェ

新たに多くの仲間が加入

ルコムせんだいで盛大に開催
されました︒
スポーツ少年団活動の幕開
けとして人きな盛り上がりを
見せ︑今年度は団員一︑九二
四名︑指導者七二三名の参加
がありました︒
式は各団のプラカードを先
頭に一斉行進で始まり︑ユニ
フォーム姿の団員たちは︑少
し緊張の面持ちながら堂々と
入場し︑これからの人きな活

来賓には仙台市体育協会・

に対し筒井本部長より認定証と団旗が贈呈されまし

躍を予感させました︒

伊藤孝夫会長をはじめ市役所︑

た︒︵新規団名は後記︶
式典終了後にはりーダーたちによる各種ゲーム大

各関係団体から多くの方にご
参列をいただき︑代表して仙

会が行なわれ︑競技種目を越えた団貝たちの交流が

スポーツの集合体

台市議会議員西沢ひろふみ様

という大きな船を

図られ親睦を大いに深めました︒

shipを意味し、

よりご祝辞をいただきました︒

Membershipの

来年度以降も︑この入団式への参加団が増えるこ

Leadership.

続いて︑平成十六年度各団

︿列席されたご来賓﹀
小 野

Friendship.

とを願い︑各団のご協力をお願いいたします︒

が授与され︑会場からの大き

泉区体育協会会友

池 田 友 信様

スポーツ少年団のニックネーム

において優秀な成績を修めた

な拍手でお祝いムードに包ま

宮城野区体育協会会長

Sportsmanship.

団員に対し︑表彰状・メダル

れ︑優秀団員たちの誇らしげ

仙台巾スポーツ振興事集団理事長 後 藤 健 三様

表しています。

隆様

な表情が印象に残りました︒
次に︑新規加入団に対して

｢SHIPS｣は、

（２）
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:ニア・リーダースクール

これから
ぽくたち︑私たちは
リーダーに
八月二十日︵金︶〜二十二目︵日︶の二泊三日の
日程で仙台市スポーツ少年団のジュニア・リーダー
スクールが宮城県泉ヶ岳青年の家で行なわれました︒
このスクールの参加対象は︑五年生以上中学生ま
での二年以上の活動歴がある団員となっており︑将
来のリーダーや指導者を育成することが主な目的の
スクーリングです︒
今回は︑団員二十六名の参加に︑リーダー九名︑
指導者七名で天候にも恵まれた受講風景でした︒
団員達は︑班活動を通して役割を決め各自の意識
を高めながら活動していました︒
内容は講話・レクリエーション・体力測定・創作
活動でした︒
今回は班ごとに手づくりの旗を作成しました︒ス
ポーツ少年団のリーダーとは何か︑望ましいリーダー
像︑役割やルールとマナー︒自分の不足なところを
みつける︒リーダー側は判断力や待つこと︒団員の
手本になれるように率先して活動を行うことと相手
の目線に立つこと︒思いやりの心を持って接するこ
とを学ばされているようである︒

身近な広報を日ざし

仙台市スポーツ少年団の
(ホームページを開設致します

仙台市スポーツ少年団では︑ホー

ムページを開設することと致しま

した︒開設されるホームページの

内容は︑

１ スポーツ少年団とは？

②スポーツ少年団の登録について

一覧︵区︑種目ごと︶

③仙台市スポーツ少年団登録団の

④今年度の本部事業計画

⑤本部事業の活動報告ニュース

⑥本部組織図︑役員一覧

⑦本部規定

⑧広報紙﹁朝風﹂のバックナンバー

⑨役員の皆様への会議案内

⑩各種リンクー覧

日本スポーツ少年団

宮城県体育協会

仙台市スポーツ振興事業団

単位団等々

皆様の身近な情報も本ホームペー

ジに掲載していきたいと考えてお

りますので︑ぜひ︑種目毎の人会

などの結果や写真等を仙台市スポー

ツ少年団の広報委員会までご送付

ください︒

皆さんの団も紹介していきますの

でぜひ写真と記事を広報委員会まで︒

﹁送付先﹂

仙台市青葉区国分町三−十−十

ＮＰＯ法人仙台市スポーツ連盟事務局

仙台市スポーツ少年団広報委員会

自０包囲＠ａ叩囲
第十八回仙台市・白老町スポーツ少年団交流会が
七月二十九日〜八月一日に︑白老町に於いて行なわ
れました︒仙台市から過去最大となった遠征団は︑
七月二十九日夜︑期待で胸を膨らませながら︑仙台
港からフェリーで一路苫小牧港に向けて出発しまし
た︒接近中の台風の影響で海は大荒れでしたが︑宮
城県沖を通過すると次第に穏やかになり︑一転して
快適な船旅になりました︒
白老町に到着直後の歓迎式では︑白老町の町制五
十周年を記念し︑筒井本部長から︑ふるさと体験館
﹁森野﹂の看板が︑白老町スポーツ少年団の伊藤本
部長に手渡されました︒式終了後︑仙台藩白老資料
館とアイヌ民族博物館を見学し︑姉妹都市と北海道
の歴史を認識することができました︒
白老町二日目は︑白老町営野球場での総合開会式

では︑初めて遠征に参加したサッカー部会の思い
出をご紹介致します︒

しらおい町に行った思い出
南小泉サッカー三年 斉 藤 和 也
僕は︑しらおい町に船で行きました︒船では︑色々
な人たちと友達になりました︒そして次の日には︑
しらおい町の大たちと友達になりました︒ホームス
テイ先のみずき君の家で︑一日泊まりました︒みず
き君と︑みずき君の弟ともいっぱいあそびました︒
次の日は︑いよいよサッカーです︒サッカーのフッ
トサルの試合は︑全部勝ちました︒とてもうれしかっ
たです︒そして︑サッカーが終わると︑みんなで温
せんに行きました︒温せんからあがると︑かき氷を
食べました︒最後の日に︑みんなとおわかれをしま
した︒とてもいい思い出でした︒

しらおい町の思い出

そして︑ねるじゅんびをして︑ワンピースという映

画を見ました︒それを見ていたらねむれませんでし

た︒二日目の朝︑まちにまった北海道に着きました︒

そしてホームステイをするふくいさんに会いました︒

ふくいさんのおうちは︑でっかくて家ぞくがいっぱ

いいました︒夜に花火をしたことが思い出です︒つ

ぎの日︑サッカーの試合をしました︒何試合かやっ

て︑ぼくが二点決めました︒帰りは︑ひこうきで帰っ

てきました︒かんとくにもおせわになり︑ありがと

うございました︒たのしいホームステイでした︒

楽しい今年の夏

南小泉サッカー三年 鈴 木 翔 汰
ぼくの今
年の夏休み
は︑すごく
いいたいけ
んをしまし
た︒サッカー

し昼食会場となった札幌ビール園では︑ジンギスカ

船の中は︑広くて

て船にのりました︒

海道︒まずはじめ

まちにまった北

に乗り︑おふろに入り︑大広間で︑みんなとねまし

り︑すごく楽しみでした︒まずはじめに︑大きな船

くことにな

北海道に行

年生六人で︑

チームの三

ンを心行くまで堪能しました︒

まいごになりそう

た︒船よいした人もいました︒北海道について︑初

準

今回は︑初めて白老町を訪れた指導者︑団員も多

でした︒ぐあいが

めて会った大の家にとまるので︑ぽくはきんちょう

南小泉サッカー三年 佐 藤

く︑白老の方々の温かい人情に感激しながら︑交流

わるくなりました

したけど︑すぐお友だちになってごはんを食べたり︑

の後︑各部ごとに会場を移し︑試合や練習会などで

の大切さを再認識しました︒千歳空港では︑見送り

が︑おんせんに入っ

夜に花火をしてとても楽しかったです︒次の日サッ

交流を深めました︒

に駆け付けてくれた︑白老の団員や父兄の方々と別

たらなおりました︒

最終日は︑大倉山ジャンプ台と︑札幌市内を見学

れを惜しみ︑帰仙の途にっきました︒

り︑仙台に帰ってきました︒また北海道にいきたい

食をとって︑くうこうに行きました︒ひこうきにの

色々な人と会い︑友達になりました︒最後の日の朝

きた家でねることになっていました︒そのちせで︑

たです︒それからちせに行きました︒夜は︑木でで

サッカーの試合をして︑全勝しました︒うれしかっ

とめてもらった人の名前は︑みずき君です︒次の日

ひこうきに乗れてよかったです︒

のジャンプ台など︑いろんな所を見ました︒帰りは

れしかったです︒ジンギスカンやビールエ場やスキー

カーの試合は︑なんとぜんぶ勝ちました︒すごくう

ました︒三つ目は︑

ずかいもらっちゃい

なかったので︑おこ

すが︑あまりつかわ

げようと思ったんで

かって︑かぞくにあ

おみやげをいっぱい

ブしていましたけどね︒二つ目は︑船のことです︒

あんしんしました︒でも試合のときは︑ナイスセー

をとられてしまいます︒でも︑一点もはいらなくて

こられた所です︒しゅうちゅうしてやらないと︑点

たがキーパーのときにねてしまって︑しんぱんにお

かったです︒

間︑北海道でいろんなたいけんをして︑とても楽し

をした友達の︑こう君とアイスを食べました︒三日

道の人とお別れの日︑最後に白老町でホームステイ

朝になって︑湖で水きりをしてあそびました︒北海

んなものを食べました︒夜はねぶくろでねました︒

そのあとちせで︑とうもろこしやすいかなど︑いろ

しました︒サッカーで白老町のチームに勝ちました︒

に乗りました︒白老町で︑友だちといろんなことを

のは︑三つあります︒

思い出にのこった

とてもかんしゃしています︒さいごにとった一まい

た︒こう君のお母さんには︑服をあらってもらって

くも︑すぐなかよしになっていっしょにあそびまし

メイトのっぽさもぼ

たときから︑チーム

す︒さいしょに行っ

それから車で︑いど

の人に会いました︒

ムステイでとまる家

次の日︑しらおいにつきました︒大きい体育館でホー

きはじめて一時間ぐらいで︑よってしまいました︒

に行ってきました︒まず船にのりました︒船がうご

ぼくは七月二十九日から︑八月一日まで︑北海道

南小泉サッカー三年 安 部 広 夢

北海道の思いで

と思ったぐらい楽しかったです︒

まず一つは試合です︒

のしゃしんを見ると︑こう君のことが思いうかびま

うして︑公園でやき

大頭こう君のことで

ほんとうは︑白老の

す︒帰るときに︑﹁またらいねんきてね︒﹂といわれ

肉をたべて︑その日

北海道のりょこうをふりかえって

大頭こう君とたたか

てやくそくしました︒またいくのがたのしみです︒

の夜にホー人ステイ

峻

いたかったけど︑人

北海道りょこうは︑ほんとうに楽しかったです︒ま

南小泉サッカー三年 中 村

数がたりなかったの

をしました︒

ぼくは︑北海道さんかのため︑はじめてフェリー

南小泉サッカー三年 松 田

北海道の思い出

たぜひいきたいです︒

翼

で︑試合できないよ
りはましだと思いま
した︒それにみんな
がんばってくれたか
ら︑強いあいてにも
勝てたと思います︒一番いやだった場面は︑しょう

看板を寄贈
白老ふるさと体験館･森野に
第２のふるさとに交流の証

ど交流試合を実施し
た︒
水泳︑空手の選手
と指導者︑父母ら五
十人はふるさと体験
館﹃森野﹄でリーダー
交流を行い︑この時︑
仙台市の筒井本部長
が看板を寄贈した︒
看板はアラスカヒ
ノ牛の板で縦百四十
八センチ︑横二十四
センチ︒仙台市の書
家・小久雪峰さんが
揮毫︵きごう︶した︒
同体験館は旧森野小
中学校校舎を再活用︑

今年六月開館したばかりで︑看板は玄関に掲げら
れる︒
伊東本部長は﹁立派な看板をいただき︑大切に

年団は︑子どもたちにスポーツを通して交流し︑

歴史姉妹都市の仙台と白老両市町のスポーツ少

第二のふるさとに交流の証の看板を寄贈できてよ

晴らしい事業になっている︒仙台の子どもたちの

ポーツを通した仲間づくりで︑心と体を鍛える素

使いたい﹂と感謝︒筒井本部長は﹁この交流はス

夏休みの思い出や仲間づくりのよい体験を と相

かった﹂という︒

人勢が来訪︑野球︑サッカー︑ミニバスケットな

回は仙台市から十五団体百七十三人とかってない

互訪問の交流事業を実施し︑今年で十八回目︒今

が贈られた︒

かりのふるさと体験館﹃森野﹄に三十一日︑看板

ツ少年団︵筒井久美子本部長︶から︑開館したば

姉妹都市交流で白老町を訪問した仙台市スポー

仙台市スポーツ
少
年
団

熱烈歓迎を受け、
地元新聞に！

多くの感動と
想い出を有り難う！

野球部会では︑小学校の部と中学校の部の大会を
実施している︒小学校の部には︑六十三団が加盟︑
春季・秋季・新人の交流大会を実施している︒

︽各大会の優勝チーム︾
★小学の部

春季大会 大和クラブ

秋季大会 大和少年野球クラブ

新入大会 荒浜ビックウェーブ

前期大会 台原ボーイズ

★中学の部

だった︒後期大会では︑高校受験をひかえた選手も

仙台市内での青少年の犯罪の状況

や、犯罪の未然防止は、家庭から

と呼びかけられた。三浦先生の講

義では、監督が見てなくとも一生

懸命に物事に対応する子は伸びる。

手を抜く子は技術があっても、必

ず、頑張っている人には負けてし

まう。常日頃より、

家庭での躾が大切

と講義を頂いた。

すのでお手伝い下さい︒

●白老スポーツ少年団が来仙しま

テイ提供できる方ご連絡下さい︒

今年は来仙しますので︑ホームス

●ドイツスポーツ少年団の交流で

ダーを育てよう︒

●各団で最低一人のジュニアリー

おねがい

蒲町中学校野球クラブ

Ｃブロック

台原ボーイズ

Ｂブロック

宮城野野球クラブ

Ａブロック

新入大会

後期大会 吉成野球

この日ばかりはハツラツプレー︑受験でも野球で
見せた頑張りを︑発揮してほしい︒野球に接する子

さんと元仙台三高監督で現在の富

今年は︑天候には恵まれたが︑学校行事に試合の

の生活安全課課長代理の横山笙子

ども達も少なくなっているが︑仙台に本拠地を置く

開催した。講師は仙台中央警察署

日程が重なり︑なかなか運営は大変︑しかし︑各チー

肝に銘じてガンバ

﹃東北楽天ゴールデンイーグルス﹄の効果で多くの

願いした。大場さんの講義では、

ムの協力を経て︑どうにか試合を消化した︒

団員が入団することを︑大いに期待したい︒

谷高校の監督の三浦邦夫先生にお

一方︑中学の部は︑十二団が加盟︑なんと後期大
会は︑天候に恵まれず︑延期︑延期の連続︑中学校
の校庭をお借りしてどうにか試合を消化した︒
小学生は︑各大会毎に成長する！春季大会と秋季
大会では︑プレーの内容が違う︒ピッチング︑スロー

11月に、母集団指導者の研修会を

イング︑キャッチン

母集団・指導者研修会
躾は家庭で！野球部会

グ︑バッティング︑
全てに成長している︒
そんな子ども達を見
ながら目を細めてい
るのが監督やコーチ
と親︒将来に大きな
期待が持てる︒中学
校の大会は︑スピー
ド感のある好ゲーム
が続く一点を争う緊
迫したゲームの連続

ラネバ！

出場していた︒

︽小学︾春季・秋季・新人交流大会︽中学︾前期・後期・新人交流大会

２００４
年
野球部会
大会報告

･仙台市青葉体育館

･平成17年8月19日(金)〜21日(日)

講 師 佐 藤 伸 光

講師 大 沼 良 雄

ジュニアスポーツ･フェスティバル

･平成17年９月３日(土)

認定員再研修会

講師 筒 井 久美子
佐 藤 伸 光

･仙台市体育館

少年スポーツ指導

･宮城県泉が岳青年の家

安全のための方策 講 師 安 中 俊 作

ジュニア･リーダースクール

認定員養成講習会

･平成18年1月28日(土)〜29(日)

平成十六年度スポーツ少年団
認定員養成講習会

委員総会

︽二日目︾

･平成17年7月29日(金)〜31日(日)

今年度の開催は︑仙台市体育館研修室において︑

日独交流会

十一月二十七・二十八日両日︒開講式の後︑以下の

･シェルコムせんだい

体カテスト
研究協議

･仙台市受け入れ

カリキュラムにて行われました︒

･平成17年4月23日(土)

︽一日目︾

･平成17年4月16日(土)

安 中 俊 作

･仙台市青葉体育館

スポーツ少年団育成の意義と原則

入団式

田 原 龍 子
宍 戸 正 明

･平成17年11月12日(土)

講 師 筒 井 久美子

講 師 安 中 俊 作

講 師 田 原 龍 子

他
･グランディ21

人間の発達と少年期の特性

平成17年度本部事業予定

単位スポーツ少年団の運営

お知らせ

･平成17年8月24日(水)〜29日(月)

･仙台市受け入れ

仙台市･白老町スポーツ交流会

平成十七年度の入団式

登録団みんな参加しよう

うという編集方針をたて︑常任委員会の承認を

各種目︑専門委員会に年間スケジュールや︑

得て︑本年の取材活動に入りました︒

が︑なかなかむずかしくて︑こちらで情報を収

収材依頼を出して頂けるよう案内も致しました

です︒

集し突撃取材し編集したのが︑今年度の﹁朝風﹂

時代にニーズによりホームページとかインター

ネットとか︑情報発信受信方法はありますが︑

十七年度はアナログと並行ということで︑本年

計画を継続して︑広報紙﹁朝風﹂を進めたいと

思っておりますので︑各位のご協力よろしくお

願いします︒

平成十七年三月吉日

市 原 三 夫・田 原 龍 子

仙台市スポーツ少年団 広報委員会

守・吉 田

尚

土 井 章 由・宍 戸 正 明

千葉

