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第 2 回大人のためのフットサル大会開催しました！

２月 11 日(木/祝)に２回目となった｢大人のための学年対抗フットサル大

会｣を開催しました。

当日は天気が心配されましたが、何とか最後まで行うことができ、子供

たちの応援も多く盛り上がりました。

また、昨年よりは女性に優しいフットサルになったように思います。

結果は下記のとおりです。

◆結果

＜A グループ＞

１位：５年生(２勝)

２位：２年生(１勝１敗)

３位：４年生(２敗)

＜B グループ＞

１位：３年生(２勝)

２位：６年生(１敗１分)

３位：１年生(１敗１分)

※２位と３位は得失点差による

＜順位決定戦＞

▼５位決定戦

１年生 vs４年生

4-1 で１年生が５位

▼３位決定戦

２年生 vs６年生

0-0 PK 戦の末サドンデスまでもつれましたが 2-1 で２年生が３位

▼決勝戦

2-0 で３年生が優勝！益子さんの逆転ボレー（２点シュート）で決まりました

優勝した 3 年生チーム
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大会・公式戦結果

Top

【県社会人選手権 決勝トーナメント】

2▼ 回戦

vs 明治生田 FOX 4-2○

3▼ 回戦

vs フットワーククラブ 0-2●

Junior Youth

【県 U-15 リーグ】

vs 相模原 FC あじさい 0-2●

vs 川和中 4-1○

vs 不入斗中 1-6●

6 チーム中第 4 位

小 5

【横浜東杯】

▼グループリーグ

vs 横浜東 SC 2-0○

vs 鵠沼 SSS 0-2●

3 チーム中 2 位で 3 位決定戦へ

3▼ 位決定戦

vs 港北 FC 2-1○

6 チーム中第 3 位

Papas

☆O-40

【市シニアマスターズ】

vs 高麗 3-2○

今、グラウンドでは･･･

Top

【県社会人選手権敗退】

Top チームは県リーグの前哨戦

でもある神奈川県社会人選手権を

行いました。

２月７日明治生田 FOX との試合

は全体的にボールが良く動き、再

加入の MF 神先選手の２得点の活

躍もあり 4-2 で快勝しました。

続く３回戦は２月２１日に行われ、

同じ県リーグ１部のフットワーククラ

ブとの対戦となりました。

昨年の県リーグで 0-4 で負けた

相手だけに簡単には負けられませ

ん。

DF 吉川のサイドバック、FW 二木

のボランチ起用など手を尽くして試

合に臨み、かながわクラブのペース

で試合が運んだにもかかわらず、小

さなミスから失点してしまい0-2で敗

れてしまいました。

サッカーの試合なので、結果はど

うなるかわかりません。

しかし負けた試合にはそれなりの

敗因があります。

得点機に得点を挙げられないな

ら得点するための練習、小さなミス

を犯してしまうならミスをしないような

練習、それぞれの課題を持って練

習することだけです。

サッカーのうまさのひとつには、

技術的なこともありますが、ボール

を持ったときの判断力が鍵になりま

す。ボールを持ったときにいかに次

につなげるかは、周りを見て瞬時に

判断することも必要です。その判断

力を身につけるのも練習です。

次の公式戦は県リーグです、今

年のモットーである「勝ちにこだわ

る」ということを念頭に練習に励んで

いきます。

開幕戦については決定次第ご案

内しますが、4月の 3週目か 4週目

の日曜日になる予定ですので、今

シーズンも熱い応援お願いしま

す！

（中本 洋一）

※今月は｢Top 選手紹介｣をお休みさせてい

ただきます。

Youth

前号でご紹介した田中孝司さんの

指導が始まってあっという間の 1 ヶ

月。

基本的なこと、当たり前のことをわ

かりやすく指導してくれます。頭ごな

しに「ああしなければならない」「こう

しなければダメだ」といったことは一

切なく、「なぜそのトレーニングが必

要なのか」「どういうことに気をつけ

ればできるようになるのか」を常に伝

えてくれています。

ずっと言われ続けているのは、「技

術の大切さ」と「常に考えてプレー

すること」です。

また、選手一人ひとりといつもコ

ミュニケーションをとり、細かく的確

なアドバイスをしてくれています。こ

れからも選手の皆さんには、一言も

聞き漏らすことなく、しっかり自分の

ものにしていってほしいと思いま

す。

少しずつ変わってきた自分にも気

がついているのではないでしょう

か。

（内田 佳彦）

Junior Youth

３年生が受験を終え、復帰してき

ました。

例年この時期は３年生が出場でき

る公式戦はすでに終了しているの

ですが、今年度は新たに始まった

｢県クラブジュニアユース(CJY)U-15

リーグ｣にエントリーしているため、3

月中に４試合の公式戦が予定され

ています。高校生年代で良いス

タートを切るためにも有意義な試合

にして欲しいと思います。

また、１･２年生は｢県 U-15 リーグ

2nd ステージ｣を終えたところです。

今 後 は 、 ３ 年 生 と と も に ｢ 県

CJY(U-15)リーグ｣を戦い、愛知遠

征を経て、チームとして１つの目標

にしている４月末の｢日本クラブユー

ス選手権県大会｣に向かっていくこ

とになります。

（二木 昭）

小 6

１月、２月は試合に出て行くことが

多かったのですが、12 月の遠征を

境に変わったのが「ベンチにいる選

手の姿勢」です。

試合中は仲間の応援やアップをし、
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ハーフタイムでは自主的にグラウン

ドに出てボールを蹴り始め、「いつ

でもいけますよ」とアピールしている

ところなど、サブ選手の役割を理解

し、選手としての自覚が非常に感じ

られるようになりました。

どの選手がベンチにいても仲間を

応援するところは、チームとしての

一体感があります。

この先もこの姿勢を忘れずにいて

欲しいと願います。

（高田 成典）

小 5

【結果 ＜ 内容】

あらためて言うまでもありませんが、

かながわクラブでは長期的視野に

基づいた選手の育成を第一に考え

ております。

現５年生についても、前任の井

岡コーチの時から一貫してこの考え

方をベースに指導してきました。

小学生年代はまさに育成の真っ

只中にあり、そこでは目の前の試合

に勝つことよりも、試合の中で何が

できて何ができなかったのか、プ

レーの内容に目を向けてあげること

が優先されるべきだと考えています。

そして、内容を追求していけば、結

果も後からついてくるものと信じて

います。

引き続き温かい目で見守ってい

ただければと思います。

【選手たちへ】

４月からいよいよ小学６年生となり、

日頃取り組んでいるサッカーも、

徐々に本格的な内容に移行してい

きます。君たちの知りたい、そして

学びたいという欲求に対してどこま

で刺激を与えることができるのか、こ

れからがコーチとしての腕の見せ所

だとも思っています。

ただ、忘れないでください。君た

ちはサッカー選手である前に小学

生であるということを。学業をおろそ

かにするようなことがあってはならな

いのです。サッカーも勉強も両方頑

張ることができて、はじめて“良い選

手”になるのだと思います。自分の

経験からも両方（私の場合は卓球

でしたが）を頑張っていた時期は、

とても充実した毎日を過ごしていた

と記憶しています。

どちらも、やる時はしっかりと全力

で取り組みましょう。一人ひとりの頑

張りに期待しています！

（鈴木 章弘）

小 4

【アディダスとプーマは兄弟？？】

皆さんもご存知のアディダスと

プーマは創設者が兄弟なのはご存

知でしょうか？？ドイツのダスラー兄

弟が「ダスラー兄弟商会」という会社

を創設したのですが、意見の対立

がおこり弟が現在のアディダス・兄

がプーマを設立しました。もし兄弟

が対立しなかったらプーマもアディ

ダスも存在しなかったかもしれませ

ん。

【５年生まであと少し】

４年生として練習する機会も後少

しとなってきました。

練習内容や目標（基礎技術の定

着・良い判断）は特に変えていませ

んが、判断の速さ・ボールの精度・

動き出しの速さなど以前よりグレー

ドの高いものを目指し練習を行って

います。

時間はあまりありませんが、５年

生になる前に１人１人がレベルアッ

プ・良い状態で５年生を迎えられる

ようにしたいと考えています。

【１人１人の意識】

４年生の最初に比べ１人１人の意

識が高くなってきました。

３年生の最初に掲げた①理由の

不十分な遅刻は減点②挨拶は自

分からする③自分の出来ることは

自分で行う・周りを見て行動をする

という３つの目標を、今ではほとんど

の選手が実行できるようになりまし

た。（早い選手で１時間前から来て

自主練を行っている選手もいま

す。）

サッカー以外の場面でもこの３つ

は団体行動に必要なことなので、こ

れからも継続して行ってもらいたい

と思います。

(丸山 祐人)

小 3

【つるま育成リーグ】

２月６日に、昨年の夏に続き参加

させていただきました。

３試合ありましたが、１チームでの

エントリーでしたので夫々限られた

時間のみの出場ではありましたが、

この 1Day リーグでは各チーム優秀

選手(２名)、MVP(１名)の表彰があ

ることから子供たちの取組む姿勢も

いつもよりも積極的でした。

実は、個人的にはこの表彰は非

常に良い企画だと思っています。も

ちろん全員が何らかの賞をもらえれ

ばもっと良いのかもしれませんが、

もらった子、もらえなかった子夫々

に次への動機付けになりますし、ス

タッフとしてはそのサポートが出来る

ように取組んで行きたいと考えてい

ます。

尚、この選出は他の参加チーム

およびつるま SCのスタッフ皆さんが

行いましたが、その皆さんとのコミュ

ニケーションでは今回もらえなかっ

た子の中でも良いプレーをした子に

ついてコメントがありました。皆さん

本当に良く見ておられますし、アツ

いアドバイスには頭が下がります。。

今後子供たちにそのことも伝えな

がら活動したいと思います。

(小野 津春)
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幼児･小１･小２

【学年対抗フットサル大会で…】

２月 11 日に、ご父母対象の学年

対抗フットサル大会が開催されまし

た。昨年に続き２回目の開催でした

が、サッカーの上手な親御さんが多

くなったことに驚きました。恐らくは

サッカーの経験者が増えたというこ

となのでしょう。最近のフットサル

コートの増加に伴い、大人になって

からサッカーを始めた方もいるとは

思われますが、大部分の方々は子

どもの頃からサッカーを継続してい

らっしゃることでしょう。

【サッカーは楽しい！】

では、皆さんがサッカーを始めた

きっかけは何だったのでしょうか。そ

して、現在もサッカーを続けている

理由は何なのでしょうか。私自身も、

今年 55 歳になろうとする今もなお

Papas でボールを蹴っています。な

ぜかと問われたら、それは単に楽し

いからに他なりませんと答えるでしょ

う。心から楽しいと感じられるから続

けられるのです。勝敗や技術の差

は二の次です。仕事上の利害関係

とは無縁のスポーツである点、汗を

かくことの爽快感、阿吽の呼吸でパ

ス交換できたときの何とも言えぬ嬉

しさなどいくつもの楽しさがあります。

皆さんも恐らく同じ思いなのではな

いでしょうか。

【お願い！】

そこでお願いです。お子さんが

サッカーをすることが楽しいと感じて

いる間はサッカーをさせてほしいの

です。試合での勝敗は関係ありま

せん。勿論サッカーの上手い下手

も関係ありません。夢中でサッカー

ボールを追いかけて、勝って喜び、

負けて悔しがる子どもたちの姿を温

かい目で見守ってほしいのです。

サッカーが楽しくなり、サッカーが好

きになり、ずっとサッカーを続けるこ

とができれば、サッカーのプロ選手

になることも可能になります。少なく

とも、確実に皆さんと同じようなサッ

カーを一生楽しむことができる大人

にはなります。

【ピグマリオン効果のお話】

ピグマリオン効果とは教育心理学

における心理的行動の一つで、教

師の期待によって学習者の成績が

向上することです。アメリカの心理

学者ローゼンタールは、ある小学校

のクラスで普通の知能テストをさせ、

その結果を担任の教師に次のよう

に報告しました。「このテストは将来

の学力の伸びが確実に予測できる

ものです。まだ研究中なので、結果

を教えることはできませんが、先生

にだけ、将来伸びる子の名前を教

えましょう。」しかし、そこで教えられ

た数人の生徒は知能テストの成績

に関係なく、ランダムに選ばれた子

でした。

その後、学級担任は、子どもたち

の成績が向上するという期待を込

めて、その子どもたちを見ていまし

た。それから一年ほどたって、再び

知能テストをしたところ、知能が伸

びると伝えられた子どもたちは、他

の子どもたちと比較して、成績が著

しく伸びていたのです。成績が向上

した原因としては、学級担任が子ど

もたちに対して、期待のこもった眼

差しを向けたことではないかと考え

られます。

このような結果が起こる理由とし

て、ローゼンタールは、人は常に相

手の期待に対し最も敏感に反応す

るから、と説明しています。簡単に

言えば、人は周囲の人たちが自分

に期待をかけてくれると頑張ろうと

思うものですが、期待されていない

と思うと、やる気がなかなか出てこな

いものです。成績が向上するといわ

れた子どもに対しての先生の期待

感が、教え方や褒め方などに影響

を与え、実際に成績が向上すること

につながったのでしょう。

【子どもの成長に関わる大人とし

て…】

かながわクラブのスタッフは、全

員こうした視点を持って、子どもたち

の指導にあたっています。先ほどの

お願いにも関係しますが、親御さん

たちにもこうした視点でサッカーに

取り組む子どもたちを見守ってほし

いと思います。子どもに対して期待

を持ち、その子の長所を伸ばそうと

いう温かい態度で接していれば、子

どもも自分に合った望ましい方向に

伸びていく可能性があるということ

です。

逆に教師が期待しないことによっ

て学習者の成績が下がることは

ゴーレム効果と呼ばれています。期

待が首尾一貫していなかったり、感

情に自分が振り回されたりすると、

ゴーレム効果になりかねませんので

ご注意ください。

(佐藤 敏明)

Papas

【Papas は新メンバーを募集中】

２月号でもご案内しましたが、

Papas はいつでも新メンバーを募集

中です。特にサッカー未経験のお

父さんを大歓迎します。

来月から新年度となり事務手数料

年額2,500円の徴収がありますので、

入部には大変良い時期かと思いま

す。

多くのお父さんの参加をお待ちし

ております。

【Papas Special】

昨３月６日土曜日の話ですが、い

つもの港北小を離れて、天然芝の

素晴らしいグラウンド県立保土ヶ谷

公園サッカー場でいつものPapasの

活動を Papas Special と銘打って展

開しました。
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日頃の Papas の皆さまのかなが

わクラブへのご理解ご協力に感謝

してのイベントでした。

しかし、こうした素晴らしい天然芝

ではなくとも、たまにはフルサイズの

ピッチでサッカーを楽しみたいとお

考えの方も多いと存じます。確かに

最近のPapasではそうした機会が少

なくなってしまっているのも事実で

す。

今年はベアグラウンドではありま

すが、多少遠方ではありますが、今、

理事長等が動いている話が実現す

ると、そうした機会が多少増えるかも

しれません。ただ、この場合、草取り

や石拾いなどのグラウンド整備を

Papas の皆さんにお願いをしながら

利用していくようであります。もうしば

らくすると、間もなく、詳細が明らか

になりますが、その際にはぜひとも

ご理解、ご協力をお願いします。

【Rec&Comp 】

Rec&Comp は Comp がチャンピオ

ンズカップの県内１位２位を争う強

豪との対戦を７日、14 日と残してい

ますが、これが終了すると、いよいよ

2010 年度シニアリーグの開幕となり

ます。

Rec は４月４日(日)９時キックオフ

の川崎 OWLS 戦(平塚大神 E)が開

幕戦となりそうです。

Comp の開幕戦はまだ決まりませ

んが、いずれにしても、けがのない

壮年サッカーを今年も存分に楽し

みたいと思います。

な お 、 手 違 い か ら 新 年 度 の

Rec&Comp の事務登録手数料の引

き落としが３月と４月の２回に渡って

の引き落しになったことをお詫び申

し上げます。

【Over-40】

横浜市シニア委員会が主催する

交歓試合及び市マスターズトーナメ

ントに参加するいわゆる「チーム

Over-40 」 で す が 、 新 年 度 から

Rec&Comp に は 参 加 せ ず 、

Over-40 のみに参加する方を募集

しましたところ、早速数名の方から

申し込みがありました。ありがとうご

ざいます。３月いっぱいまでは募集

しますので奮ってご参加を。

なお、参加費用は事務登録手数

料 4,000 円で、４月以降引落しの予

定です。参加希望者は茅野宛に

メールをいただければ幸いです。

（茅野 英一）

ヨーガ

【ドラマ】

最近になって、フィギュアスケート

選手の井上怜奈選手のことを知りま

した。

彼女は 20 歳のときに、子供のこ

ろから彼女のスケートを支えてくれ

ていたお父様を肺がんで失います。

その後 22 歳でご本人の怜奈さんも

肺がんを発症、治療を続けながらも

厳しい練習を続けます。しかし、そ

の練習中に転倒をして意識不明の

重症。身体と心の痛手を負いながら

もスケートを続けます。23 歳でジョ

ン・ボルドウィン氏とペアを組み

2004 年全米選手権で優勝。2006

年トリノオリンピックで７位入賞をは

たします。

さらにドラマチックなのは、引退

表明を撤回して現役続行を決意し

のぞんだ 2008 年の全米選手権で

の出来事。氷上でのプロポーズで

す。演技終了直後、ボルドウィン氏

は彼女の前にひざまずきながら「残

りの人生を一緒に過ごしたいのは

君なんだ。結婚してくれるかい。」彼

女は涙ぐみ「はい。」と答えたそうで

す。氷上で抱き合うお二人の姿、彼

女の涙は美しすぎる・・・。

本物には心を打たれます。

（伊藤 玲子）

理事長の戯言
たわごと

【自転車５】

自転車についてしばらく書かない

でいたのは、決して乗っていなかっ

たわけではありません。もちろん、寒

さから夏場の半分以下にはなって

いると思いますが、基本的には平日

の大口台小の練習は自転車です。

往復で 11km ちょっと。片道 20 分

弱です。

ただ学校直前の坂がきつく、弱気

になってクルマにしてしまうことも何

度かあります。

そこで、今回意を決して購入しま

した。はやりの電動アシスト付自転

車！

フロントサスペンション、ディスクブ

レーキ、内装８段変則と、路面が荒

れていたり多少の雨でも気にせず

走れますし、街中で止まったままギ

アチェンジできるのは便利です。

きつ～い坂などものともせず、まる

で誰かに押してもらっているような

感覚でぐいぐい進みます。

ただし、自重が 23kg もありますの

で、巡航速度は今までのものよりも

遅くなりますし、アシストが切れると

結構な重さを感じます。

家を出る前に目的地までのルート

を考え、平坦な道が多ければ今ま

での自転車、坂があるようなら電動

を選ぶようにしました。

もう一台マウンテンバイクもありま

すので、そろそろそれぞれに名前を

つけようかと思っています。

（内田 佳彦）


