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この一年間を振りかえって

第15号
日頃より本市スポーツ少年団活動に対し︑温か
いご支援とご協力を賜り誠に有難うございます︒
昨年は北京オリンピックで日本選手の活躍に盛
り上りましたが︑岩手宮城内陸地震があり仙北地
方の方々が被災され︑天災とは云え心から御見舞
申し上げる次第です三
ス︑昨年後半より世界規模での経済不況の嵐が
吹き荒れ︑何か暗いイメージの強い一年でありま
した︒
しかし我が仙台市スポーツ少年団は︑皆様方の
積極的な活動に支えられ︑一年間の予定行事を全
て実施する事が出来ました︒本部役員を代表し︑
厚く御礼申し土げます︒
少子化の時代ではありますが︑本市スポーツ少
年団は登録団が三一五団と六団の増加︑団員︑指
導者合せて九千三百余名と︑ここ数年でも極端な
減少も無く安堵致しております︒
シェルコムせんだいでの二千名を越す参加者の入団式︑二十二年目の北海道白老
町スポーツ少年団との相互訪問交流会も大成功で終了する事が出来ました︒
その他︑各種目別大会も盛大に行なわれ︑県大会そして全国大会出場と云う輝か
しい成績を残したチームもございました︒
蔵王で開催したジュニアリーダースクールも目を輝かせ一生懸命学ぶ団員の姿も
記億に残る素晴しい事業でした︒
これからも地域に根ざした生涯スポーツの基盤づくりを︑スポーツ少年団活動を
通して推進して参る所存です︒
本年も変らぬ御指導賜りますよう心よりお願い申し上げます︒

(平成20年度)
団 数
315団
団 員
7,644名
指導者
1,699名

仙台市スポーツ少年団入団式 ・交流会
シェルコムせんだいにて開催

四月十九日土九時三十分〜シェル
コムせんだいにて︑仙台市スポーツ
十少年団の入団式が開催されました︒
あいにくの雨でしたが︑団数九十八
団︑団員一四五八名︑母集団・指導
者を含め一九五四名のみなさま不参
開式宣言の後︑仙台市スポーツ少

加を頂きました︒
年団の佐藤伸光本部長が︑﹁今年も
元気な団員の皆さんと会えてうれし
く思います︒単位団の活動とともに
交流を大切に︑一緒にがんばりま
次に︑ご来賓を代表して仙台市ス

しよう﹂と挨拶︒
ポーツ振興課後藤課長様︑宮城県ス
ポーツ少年団本部長岩淵敬一様︑仙
台市議会議長赤間次彦様より︑ご挨
来賓紹介の後︑平成十九年度優秀

拶をいただきました︒
団員一二八名の表彰を行ないまし
代表して国見野球の安藤駆君が本

た︒
部長より表彰され︑他の優秀団員ぱ
各団の監督やコーチから︑それぞれ
次に今年新たに登録された新規団

メダルと賞状が授与されました︒
に対して︑認定書の交付と団旗の贈
呈が行われ︑新しい仲間の入団をみ
最後に下田将也︵泉柔道︶君と佐々

んなで歓迎しました︒
水和奏︵長町ミニバスケ︶さんが︑﹁団
スポーツ活動を通して健康な体と心

員綱領﹂を元気よく宣誓し︑楽しい
を養うことを︑全団員が誓い合いま
休憩後に︑交流会を行ないました︒

した︒
長なわとびやキンポール︑トラン
ポリンなどを通じて︑単位団を超え
た交流を一緒に歓声をあげながら楽
しみました︒

誓いの言葉

新規団紹介

優秀団員表彰
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夏の蔵王でジユニア
リ
ー

タ
ー
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ル

八月二十二日金から二十四日日までの二泊三日蔵王自然の家で平成二十年度のジュニ
アーリーダースクールが開催されました︒団員二十五名︑リーダー会・指導者十名の一行は︑
地下鉄八乙女駅発長町南経由の貸し切りバスで小雨の中現地に無事着きました︒すぐに班
ごとに部屋に分かれ荷物を整理して服装をととのえて最初のプログラムに入りました︒到
着時︑館の指導の先生と打ち合わせで﹁この雨では野外活動中止ですネ﹂と話しましたら
﹁夏の蔵王では絶好の日和﹂ということで決行しました︒
たしかに木々の葉の深い中では雨は直接身体にあたらず︑心地よいシャワーの様で︑二
時間半のトレッキングにも団員達は全員元気に帰ってきました︒
ここ十数年︑泉ヶ岳自然の家でスクール開催して来ましたが︑建物の老朽化ということ
で閉館になり︑蔵王になりました︒四月の予約時は二団体でしたが︑花山村の施設が地震
で使用出来ないという事で︑当日は満室でした︒
館の先生や他の団体と調整しながら︑変更しながらも全ブログラムを無事終了しました︒
蔵王の山の広大さに感激しながら団員達も帰路に着いたと思います︒私達もいつか彼等
も今回指導してくれたリーダー達と同じ様に育成される事を期待して！！

大感激
蔵王の雄大さに
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冬季交流会

ボウリング会
シービック仙

平成二十年度冬季交流大会︵ボウリング︶
が︑二月十四日土 ︑シービック仙台を会場に
開催されました︒今回は一〇団・一〇八名の
参加があり︑定員をオーバーする盛り上がっ
た交流会となりました︒
交流会は︑﹁異種日間および団員間の親睦
を深めること﹂を日的として毎年開催してい
ます︒ボウリング大会はこれまでも開催し恒
例となっています︒
今年は三十分繰り上がり︑午前九時から受
付開始︑九時三十分から開会となりました︑
本名交流委員長の司会で始まり︑佐藤本部長
の挨拶︑ボウリングの基本的なマナーの説明︑
五分間の練習の後︑ゲームに入りました︒
普段とは勝手が違うポウリングで︑ガー
ターやロストポールに悲鳴をあげながらも︑
仲間や御父兄の声援をうけながら︑元気にプ
レイを楽しんでいました︒また︑仲間がスト
ライクやスペアを取ると︑みんなで一緒に喜
び︑歓声が会場いっぱいに響きわたっていま
した︒
ゲーム終了後に︑表彰に代えて全員に参加
賞のポカリスエットが配られ︑団員たちに
とって思い出に残る一日となりました︒

台で開催！

平成20年度 仙台市・白老町

トップアスリートを招いて
ファミリースポーツクリニック開催

小野和幸氏

鈴木康友氏

球
野

塚本清彦氏

相馬直樹氏
戸苅晴彦氏

歴史姉妹都市スポーツ少年団交流会
仙台市・白老町歴史姉妹都市スポーツ少年団交流事業として︑仙台市スポーツ少年団に
所属する七団・九十五名が︑北海道・白老町に遠征しました︒
今年は︑野球の茂庭台ライオンズ︑市名坂クラブ︑大沢野球の三団︑サッカーの南小泉
サッカー︑バレーのつばめ沢︑リーダー交流の新田が参加しました︒
佐藤伸光本部長を団長として︑指導者と父母らが引率し︑ニコース︵Ａ・Ｂ︶に分かれ︑
Ａコースは七月三十一日二十時仙台港からフエリーで︑Ｂコースは八月一日八時三十分仙
台空港から飛行機で︑それぞれ出発︒十二時に白老町で合流し︑白老町スポーツ団の歓迎
を受けた後︑市内観光として仙台藩白老元陣屋資料館︑アイヌ民族博物館なとを見学︒そ
の後︑団員は白老町スポーツ団の家庭でホームステイ交流︑指導者と父母は白老町の関係
者と懇親︒
二日は︑競技別に白老町営野球場︑町民ふれあい広場︑白老町温水アールなどに分かれ
て︑開会式を行った後︑スポーツ交流や親睦会で交流を楽しみました︒
三日は︑白老町の皆さんのお見送りで札幌へ︒札幌声内で時計台や大通公園まどを観光
後︑飛行機で帰途につきました︒

講

演

サッカー

バスケットポール

平成二十年度ポカリスエット・ファミリースポーツクリニック
が︑十一月一日土︑ＴＯＰアスリートを講師としてお招きして︑
富沢公園運動広場を主会場に開催されました︒野球︑サッカー︑
バスケットの種目に︑二十七団︑団員三六四名︑御父兄一七六名
の参加があり︑大盛況となりました︒
午前九時十五分から︑富沢公園運動広場で開会式が行なわれ︑
各種目の講師紹介の後︑種目毎四会場に分かれて︑ストレッチ・
準備体操を皮切りに︑スポーツクリニックが開始された︒ＴＯＰ
アスリートによる直接指導を受け︑普段とば異なる練習方法には
ちょっととまどいながらも︑熱心な指導に団員たちは真剣に取り
組んでいました︒また実技指導で披露されるプロならではのレベ
ルの高い妙技に︑歓声をあげて感心していました︒
指導終了後に︑指導して頂いた講師の皆様に対して︑各チーム
のキヤプテンから﹁今日はたくさんのことを教えて頂いてありが
とうございました﹂とお礼を述べるとともに︑﹁教えてもらった
ことを今後の練習やプレーに活かします﹂と︑今後の活動を誓い
ました︒
最後に記念撮影がおり︑団員たちにとって新しい発見と思い出
を残したすばらしい一日となりました︒

講師紹介
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平成21年度本部事業予定
入団式は４月26日 シェルコムせんだいにて

仙台市スポーヽy少年団で検索！
ホームページを見て:みぷう！！
仙台市スポーツ少年団のホームページでは、つどの行事の
報告を行っております。スナップ写真もたくさん掲載して
おります。
是非アクセスしてみてください。
なお、あなたの団も紹介できるコーナーもありますので、
是非、ご利用下さい。

月

日 曜日

会場

行事名称名

アドレス

http://sendai‑ships.boy.jp/

全国大会で仙台ジユニアダンススポーツクラブが金賞
空手道では個人戦小学５年生女子組み手の部で
中川晴線さんが準優勝

本年も登録はお早めに

仙台市スポーツ少年団の登録は
４月１日から５月29日までです。
登録後に、追加のある場合は
４月２日から７月24日までです。
住

所：仙台市青葉区錦町１−３−９
仙台市役所錦町庁舎３Ｆ

Ｔ Ｅ Ｌ : 022‑262‑4180

その他の全国大会出場チーム
空手:ＪＫＡ仙台空手道
文部科学大臣杯第51回小学生・中学生全国空手道選手権大会
第８回全日本少年少女空手道選手権大会
ダンススポーツ：仙台ジュニアダンススポーツクラブ
第28回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
第５回全国子どもダンスうんどう大会
サッカー：ペガルタ仙台ジュニア
第32回全日本少年サッカー大会
バレーボール：住吉台ミラクルレモンズ
第６回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
バスケットボール：（男子）長町南小ミニバスケットボール同好会
（女子）高森東ミニバスケットボール
第40回全国ミニバスケットボール大会

F

A X : 022‑268‑4193

仙台市役所錦町庁舎

事務局にお越しの
際は駐車場があり
ませんのでご注意
下さい！

ＣＡＴＶ

ガソリン
スタンド

錦町公園

種目別部会

団数・団員数
団員数

種目別部会名jjl団数

編 集 後 記

平成二十年度朝風の発行をもちまして︑私共広報委

員会の二年間の任務を終了することとなりますが︑今
年度もスポ少のポームページを提供頂いている︑及川

行雄氏に多大なるご協力を頂きありがとうございまし
た︒

今迄に寄せられた多くの方々のご要望にお答えし
て︑昨年度より写真も出来る限り載せ︑読む朝風から

西山 和入
相澤 嘉樹

見る朝風へと︑見やすく皆様方がふと目にとめて頂け
るような新聞作りをと努力して参りました︒
二年間︑ご協力頂きましたこと心より御礼申し上げ

常盤
節
阿部
強
金澤 英巳
及川 行雄
吉田
尚

編集後記とさせて頂きます︒ありがとうございました︒

平成二十一年三月十四日

広報委員会
広報委員長
委員

ホームページ担当
広報担当副本部長

サッカー
野
球

69

2,002名

70

1,901名

バスケットボール

69

1,623名

バレーボール

49

732名

柔
道
空手道
剣
道

１３

285名

１４

230名

１２

169名

バドミントン

３

トランポリン

１

ソフトテニス

１

スノーボード

１

16名
６名

ラグビー

２

56名

少林寺
卓
球

１

10名

２

22名

テニス

１

25名

ボウリング
ダンススポーツ

１

11名
１５名

複

５

合

１

104名
１９名

418名

