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新年度が始まりました。 

かながわクラブは1979年に創立され、

20年後の 1999年には法人化を実現し

ました。創立以来 37年間、地域に密着

した総合型のスポーツクラブを標榜して

運営してきております。将来的には、子

どもからお年寄りまで多年代にわたりス

ポーツを楽しめる環境を、そして、多く

のスポーツ種目を楽しめる場を提供す

ることを目標として、活動をしていきま

す。 

現在は、サッカークラブとヨーガ教室

をメインに、スポーツをする場を地域の

皆さんに提供しています。新たな年度

を迎えるにあたって、さらに多くの方々

にスポーツをする喜びや充実感を味わ

ってもらえるべく、努力をしていく所存

です。今後とも、変わらず皆様方のご理

解、ご協力をいただければ幸いです。 

大会・公式戦結果 

 

TOP 

<市リーグ> 

vs MAKS   2-0 ○ 

vs VERDORERO港北  3-2 ○ 

Youth 

<レコスカップ> 

予選ブロック 

vs REBELS   0-1 ● 

vs広尾高校   3-0 ○ 

vs荏田高校   4-0 ○ 

vs DSTY Eagles   1-1 △ 

※予選 GroupA 1位通過 

vs 広尾高校   2-1 ○ 

※準決勝 

vs BIOM   1-3 ● 

※3位決定戦 

vs DSTY Eagles   2-1 ○ 

Junior Youth 

<U-13 リーグ> 

vs FC ASAHI   6-1 ○ 

<U-15 リーグ> 

vs DSTY Eagles   3-1 ○ 

Papas  

<市シニア順位決定戦> 

Over50 

vs チング 50   0-4 ● 

<県シニアリーグ 4部> 

Rec 

vs 鎌倉   1-4 ● 

今、グラウンドでは･･･ 

Top 

【かながわフェスティバル開催】 

毎年恒例の全カテゴリーでサッカーを楽し

むかながわフェスティバルが行われ、TOP

チームの選手たちはチームのまとめ役とし

て参加させていただきました。いつもは厳し

い表情の選手たちも、子供たちと一緒にな

って楽しんで、催しを盛り上げてくれました。

また、今年は TOPチームの GKコーチの海

老塚コーチも参加してもらい、ミニGKスクー

ルも急遽開催しました。GK というのは特殊

なポジションで、専門の GK コーチから教わ

る機会が少ないと思います。今後も、定期

的に GK スクールを開催する予定ですので、

奮ってご参加ください。 

【県リーグ開幕】 

いよいよ県リーグが開幕します。4 月 24 日

の開幕に向けて TOP チームは樋口新監督

のもと、練習にも熱が入ってきました。樋口

監督の計画的な練習とミーティングにより、

チーム内の守備の意識が高くなってきてい

ます。トレーニングマッチでも、その効果は

すでに出ており、監督の掲げる組織的な守
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備プラス全員での守備が浸透してきてるよう

です。守備は DF だけではありません、どこ

でボールを奪いに行くか、その状況判断も

大切な要素です。前でボールを奪えれば、

大きなチャンスになります。しかし、全部ボ

ールを追いかけていたら体力的に 90 分続

けることはできないでしょう。その判断も練習

を通じて全員の意思統一が必要となります。

今後は攻撃に関しての練習も取り入れて、

県リーグの開幕を迎えていきたいと思いま

す。 

県リーグ開幕は 4月 24日（日）しんよこフッ

トボールパーク 19:05 キックオフ フットワー

ククラブとの対戦になります。繰り返しになり

ますが、今年度は大変厳しい戦いが待って

います。ぜひ、皆様の応援をお待ちしてお

ります。 

TOPチーム HP  

http://www.kanagawaclub.com/topteam/ 

（中本 洋一） 

Youth 

 3月には東京横浜独逸学園主催による招

待大会であるレコスカップに参加いたしまし

た。この大会はドイツ、フランス、アメリカとい

った各国の学校法人やクラブチームが参加

する国際色豊かな大会であり、予選と決勝ト

ーナメントが 2日間にて行われました。 

かながわクラブは Group Aに入り、初戦は

アメリカの学校法人チームである REBELS と

の対戦でしたが、試合前の準備や試合への

入り方が非常に悪く、全く良いところがない

ままに負けてしまいました。皆どこか他人事

で誰かがやってくれるだろうという雰囲気の

まま試合に入ってしまい、自分がやってやる

んだという自覚が全く感じられませんでした。

それなので思い切って 2試合目からは選手

たちにフォーメーションからメンバーまで全

て自分たちに決めさせることにしました。選

手たちだけでミーティングを行い準備・反省

を繰り返すことにより、2試合目以降は徐々

に一人ひとりが主体的に関われるようになり

ました。試合では伸び伸びとプレーできるよ

うになり、1日目は Group A首位で終えるこ

とができました。 

2日目も自分たちで主体的に準備を進め

て初戦の準々決勝は順調に勝利することが

できましたが、準決勝で BIOM（中央アート

アカデミー高等部）に敗れてしまいました。

BIOMは通信制の高等学校で東京ヴェル

ディトップチームが利用する施設で勉強とサ

ッカーを行っている選手たちです。かなが

わクラブも決して悪かったわけではありませ

んでしたが、相手チームは選手個々の能力

も高く、チーム全体としても集中して取り組

めており、先制点を取られて相手のペース

になってしまった流れを取り戻すことができ

ないまま敗れてしまいました。ただ、その後

に切り替えて 3位決定戦ではホームチーム

であるドイツ学園(DSTY Eagles)を破り3位で

大会を終えられたことは今後に繋がる良い

収穫となりました。 

今大会を通して改めて現メンバーの可能

性を感じることができました。ただ、まだまだ

メンタル的に不安定な部分が多く、主体的

に関わる姿勢も足りておりませんので、引き

続き日々の取り組む姿勢を大切にし活動し

ていきたいと思います。               

(豊田 泰弘)                                   

Junior Youth 

【U-15】 

新 1年生のみなさん、ようこそかなが

わクラブへ。これから 3年間、色々なこ

とが成長できるよう頑張っていきましょ

う。早いもので、中 2選手はついに最

高学年の中 3 となり、かながわクラブと

して活動できる期間が 7ヶ月となります。  

残り少ない期間を有意義に過ごせるよ

う、1回の練習や 1試合を大切にしまし

ょう。すでにこの 4月だけで横浜市長

旗杯、U-15 リーグ、クラブユース選手

権と公式戦が続きます。市長旗杯もク

ラブユースも、勝てば連続していい会

場でできるのもモチベーションの一つ

として、1回でも多く試合ができるため

には、しっかりとした準備が必要です。  

最高学年となりましたので、サッカーを

プレーしている時以外でも相応しい行

動をすることが必要です。日常の態度

がサッカーのプレーにも表れます。  

 また、何よりも中 3の行動がジュニア

ユース内の秩序を作っていきます。中

1・中 2は中 3の姿を観ています。常に

「観られている」ということを忘れないで

ください。 

(高田 成典) 

【U-14】 

２０１６年度ジュニアユース U14を担当しま

す斎藤です。１年間宜しくお願いします。  

昨年度に続いて持ち上がりチームを見るこ

とになります。先日練習前にミーティングを

行い選手に伝えたのは、この一年間をどう

いった取り組み方をしていくかということです。  

中学一年生は環境に慣れるという学年、中

学三年は最終学年というになり、色々な面

で緊張感もあります。中学二年ではしっかり

とした土台をつくろうということを伝えました。

サッカーでも勉強の面でも来年に向けてい

い準備をしていくことが大切です。身体も大

きくなる時期にしっかりとしたフィジカルのベ

ースをつくること、テクニックも身に付きやす

い年齢もラストスパートです。  

 勝敗は準備で７割決まる！ということも選

手たちに伝えました。来年を迎えるうえでは

今年の準備が大切になります。プレーでも



トリコロール 2016.4月号 発行：特定非営利活動法人かながわクラブ 

〒221-0076横浜市神奈川区白幡町 2－11  TEL045(633)4567/FAX045(633)4577 

http://www.kanagawaclub.com 
 

 

3 

準備は大切です。攻撃時ではボールが来

てからプレーが始まるのではなく、観て、相

手から離れたり、駆け引きをすること。守備

時にはどうやったらインターセプトできるか、

そのためにポジショニングをどこにとってお

くかということです。  

 勉強ではテスト前にまとめてやるのではな

くテストまでの時間が十分ある中で勉強する

こと。サッカーだけでなく勉強も仕事でもい

い準備をすることがいい結果を出すことに

繋がっていると思っています。  

 これからのことのために準備をしていくこと

も大切ですが今を全力でプレーしていくこと

は絶対に大事なことです。過去から学び、

今を大切にして未来を変えていくこと、この

一年間、選手もスタッフも全力で活動してい

きますので、応援のほど宜しくお願いしま

す。                     

(斎藤 幸宏) 

【U-13】 

初めまして、4 月からジュニアユースの

U-13 を担当させていただくことになりました、

青木宏静です。メインで担当するカテゴリー

はジュニアユースになりますが、可能な限り

いろいろなカテゴリーの活動に参加させて

いただきたいと考えておりますので、宜しく

お願いいたします。私自身小学生、高校生

の時にかながわクラブに選手として在籍し

ており、父親は現在もかながわクラブのパパ

スに在籍しております。かながわクラブ出身

者として、サッカーのことだけでなく、かなが

わクラブの良さ・楽しさを伝えていけたらと思

います。 

ジュニアユースでの取り組みとしては、ピッ

チ外での自己管理などしっかりと身に付け

てもらえるように指導していきたいです。保

護者と離れて時間を過ごす時間が小学生

年代より長くなると思いますので、日頃から

自立して取り組んでいけるように、時には厳

しく伝えていきたいです。 

ピッチでは選手達がサッカーを楽しみ、な

おかつ勝負にこだわってプレーの出来るチ

ームになるよう指導していきたいです。今年

一年間、宜しくお願いいたします。                   

(青木 宏静) 

小 6 

今年度もこの学年を担当させていただくこ

とになりました。今年はジュニア年代として

は最後の 1 年となります。一人ひとりの更な

るレベルアップを追及することはもちろんの

こと、チームとしてもかながわクラブのスタイ

ルを継承した楽しいサッカーを目指したいと

思います。1 年間、よろしくお願い申しあげ

ます。 

【FA リーグ前期】 

かながわクラブは、FC 杉田さんを幹事チ

ームとする第 13 リーグで全 10チームによる

リーグ戦を戦うことになり、早速 4月 10 日か

ら第1節がスタートします。これまでは、横浜

市春季大会という名称で行われてきた今大

会ですが、失敗から学んで次にチャレンジ

することができるリーグ戦のメリットを最大限

に生かすべく、全国的な改革がなされてか

ら今年度で 2 回目となります。前期リーグの

成績により秋以降は後期リーグとして、再び

10 試合程度のリーグ戦に臨むことになり、

子どもたちの経験値を上げる意味ではとて

も有意義な大会だと思っています。選手の

皆さん、長丁場の戦いがスタートしますが、

あまり遠くを見ることなく一つずつ目の前の

試合に集中して臨みましょう。 

【ROOKIE LEAGUE】 

2015 年度は、全 17 試合を戦って 5 勝 8

敗 4分で勝ち点 19、18チーム中 11位とい

う成績でした。得点31に対して失点は 40。1

試合あたりに換算すると、1.8 点の得点力に

対して、失点は 2.3 点となります。自陣ゴー

ル前での簡単なミスからゴールを奪われて

しまう場面が多くありました。しかしながら、

危険を回避するために、ゴール前での組み

立てを放棄してしまっては本末転倒です。

やはりサッカーの楽しさは自分たちがボー

ルを持って、アイデアを出しながら味方と連

携して相手ゴールに向かって行く時にある

のだと思います。 

選手の皆さん、今年度も失敗を恐れずに

自らアクションを起こして、どんな時でもチャ

レンジする姿勢を見せてください。私たちコ

ーチングスタッフは、そのためのサポートは

惜しみません。 

選手たちにはいつも伝えているとおり、サ

ッカーに対する日頃の取り組み方、そして

ゲームにおいては個々の技術・判断力やフ

ァイトする姿勢、練習で取り組んでいることを

ピッチで表現しようとしているか、これらを基

準として先発メンバーや試合へのエントリー

を決めるつもりです。もちろん対外試合にお

いては、相手チームの特徴を考慮した上で

チームとしての戦い方を柔軟に変えていく

場面もあると思います。どちらのリーグ戦に

おいても、一人ひとりがすべての試合にお

いてベストを尽くし、頭も身体も休めることな

く、全力でプレーしてくれることを期待してい

ます。 

試合会場やキックオフの時間によっては、

早朝からお弁当の準備等、ご家庭におかれ

ましても多くのサポートをいただくことになる

と思います。引き続き、どうぞよろしくお願い

いたします。         （鈴木 章弘） 

小 5 

 はじめまして。今年度より縁あってかなが

わクラブの小学５年生を担当させていただく

ことになりました西井純一と申します。基本

的には土日の活動のみ担当することになり

ますが、選手たちの成長を第一に考えて取
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り組んでいきたいと思います。年度はじめは

不慣れなことも多く、皆様にご迷惑をおかけ

することもあるかと思いますがよろしくお願い

します。 

この１年で僕が大事にしていきたいことは２

点です。まず第１に『サッカーを向上してい

く為に、サッカーをする』こと。言葉を聞くと、

当たり前だと思われるかもしれませんが、選

手個々がサッカーの特性や面白さを理解し

ていないと実際にはできないことです。「キッ

クが上手、ドリブルが上手」といった選手は

多く見てきましたが、それはイコールとして

「サッカーが上手」にはならないことがありま

す。練習や試合を通して、選手たちがサッ

カーを知れるきっかけをたくさん作りたいと

思います。もう１つは『人間としての成長』で

す。よく言われることですが、サッカーだけ

やればいいのではなく「いい選手は、いい

人間」という部分を大切にしながら選手たち

と向き合えればと思います。 

最後になりますが、選手達の成長のため

には選手・保護者・指導者それぞれの関係

が非常に大切だと感じます。これから１年間、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

                 (西井 純一) 

小 4 

【新年度】  

今年度から４年生の担当になりました堀内

です。１年間宜しくお願いいたします。 

この学年は２年生の時に担当していたの

で今回で２回目の担当になります前年度は

平日の練習では見ていましたが、試合を見

る機会はあまりなかったので試合を見るの

が楽しみです。 

【春季大会】 

4月の半ばから春季の横浜市大会が始ま

ります。かながわクラブは Sチーム・Aチーム

の 2チームに分かれての参加となります。そ

れぞれのチームそして 1人 1人が成長でき

る大会になればいいと思います。   

             （堀内 慶太）                                                                    

小 3 

 今年度も担当させていただくことになりまし

た。1年間どうぞ宜しくお願い致します。 さ

て、昨年 2年生として過ごした 1年間で選手

達に、どのような変化がありましたか？ 早寝

早起きをする、食事をしっかり摂る、サッカ

ーをする用具の準備など自分でできること

は自分でする、人の話を聞く、この 4つは毎

度選手達に伝えてきました。ピッチの中で

は、ボールを扱うこと(主にドリブルとミニゲ

ーム)を中心にトレーニングしてきました。得

意不得意はあると思いますが、闇雲にボー

ルを蹴り飛ばすことよりも、ドリブルでゴール

に向かうプレーが増えたと感じていま

す。 今年に入ってからは、ドリブルに加えて

味方と繋がることもトレーニングしています。

引き続きボールを扱うことを中心に、ゴール

を奪うために味方と繋がること(自分がボー

ルを持った時、味方がボールを持った

時) に取り組みたいと思います。 本年度は、

神奈川区リーグ、ROOKIE LEAGUE 、2つ

のリーグ戦に参加させていただくことになり

ました。2チーム編成し参加することになりま

す。リーグ戦を通して選手達が、よりサッカ

ーを楽しみ、好きになってくれたらと思いま

す。保護者の皆様には、試合の勝ち負けに

一喜一憂せず、好プレーには称賛を、失敗

には励ましの声援を選手達に送ってくださ

い。一年間サポートを宜しくお願い致しま

す。 

（嘉手納 大樹） 

小 2 

昨年度から引き続き担当させていただきま

す。佐藤伸一です。今年度もよろしくお願い

します。 

【選手】 

学年が1つ上がり、学校でも、かながわクラ

ブでも後輩たちが入ってくることになります。

昨年の経験を活かし、お兄さんとして行動し

てほしいと思います。サッカーだけが上手け

れば良いわけではありません。私生活でも

成長していく必要があります。一見サッカー

とは関係ないようにも見えますが、人間性は

サッカーのプレーに出てきます。昨年から

言い続けていることではありますが、「自分

が使う用具は自分で用意する」「脱いだ上

着・靴はそのままにしない」「交通機関を使

って移動する時は必ず着替える」などといっ

たことを言われなくても出来るようにしましょ

う。口うるさくなりましたが今年 1年間、サッカ

ーを楽しみましょう！！ 

【保護者の方々】 

改めてご挨拶させていただきます。本学年

を昨年に続き担当させていただくことになり

ました。至らない点も多くあるとは思います

が、よろしくお願いいたします。 

保護者の方々にお願いがあります。移動

についてです。今年は秋に公式戦が入って

きます。以前から案内していることではあり

ますが、試合会場に車でお越しの際は、必

ず注意事項をお守りください。違反した場

合、最悪、公式戦への出場停止といった重

いペナルティを与えられることになります。こ

れはこの学年のみならず全学年対象になり

ます。１人の軽率な行動がクラブ全体に影

響を与えるということを意識してください。ほ

とんどの方が守っていただけているとは思

いますが確認させていただきました。 

注意事項の事だけでなく、サッカーの面に

おいてなど何かご不明な点等ございました

ら遠慮なくご連絡いただければと思います。 

今年も各種イベント等ございます。ぜひ参
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加していただければと思います。1 年間よろ

しくお願いいたします。 

(佐藤 伸一） 

幼児・小 1 

【スポーツは遊び】 

サッカーに限らずスポーツは遊びです。遊

びですから楽しくなければなりません。私ど

もかながわクラブにおいては、挨拶などから

始まり立ち居振る舞いにまで及ぶまでの厳

しい躾を期待されては困ります。楽しくサッ

カーをすることを第一として、活動をしてい

きます。楽しくなければ自ら取り組む気持ち

は生まれません。楽しくなければ長続きはし

ません。自らサッカーに取り組み、それが長

続きすれば、上達しないはずがありません。

ですから、私たちは小学生年代では、サッ

カーの楽しさを子どもたちに伝え、サッカー

小僧になって欲しいと思っています。サッカ

ー小僧とは、暇なときにはサッカーをしてい

る、仲間がいなくても一人でサッカーボール

を蹴っているような子どものことです。 

【グラウンドでのことはコーチにお任せく

ださい】 

そこで一つ大切な約束があります。それは、

活動を見ていて、自分の子どもの不甲斐無

さや少し無礼な言動に、親としては注意の

一つでもかましてやらなければと思う気持ち

が生まれるのはやむを得ないことです。しか

し、グラウンドでは、全てをコーチングスタッ

フ（指導者たち）に任せてください。私たち

は、決して子どもに媚びるつもりはありませ

んが、楽しさを優先するあまり子どもの多少

の無礼な言動には目をつぶることもあります

ので…。 

また、気分が乗らずに、だらだらした態度

が目立つ子もいるでしょう。あるいは、全くサ

ッカーをやろうとしない子も時にはいるかも

しれません。それでも、私たちは無理強い

はしません。子どもの気分が乗ってくるまで

じっくりと待ちます。無理矢理やらせることで

サッカーそのものが嫌いになってしまうこと

が最も悲しいことですから。グラウンドに来る

ことが嫌でなければ、グラウンドまで連れて

きてくだされば、あとは私たちが何とかしま

す。もし、子どもへの対応に関して、何か疑

問点などありましたら、練習後に、是非、直

接スタッフにお尋ねください。 

【大人なってもスポーツを！】 

かながわクラブには、幼児・小 1 から中学

生、高校生、大人（TopチームとPapasという

壮年のカテゴリー）まで、サッカーを楽しめる

環境があります。年代に応じて、それぞれに

相応しいサッカーの楽しみ方をしています。

特に朝一番の時間帯でサッカーを楽しんで

いる Papas のおじさんたちの中には、何十

年もサッカーをしている人もいます。なぜサ

ッカーを続けているのか？―それはサッカ

ーが楽しいから！と異口同音に答えてくれ

ます。 

大人になり、子どもができると、そのことを

忘れてしまう大人（親）が多くなるのは不思

議でなりません。自分たちは楽しいから

様々な趣味を持ったり、好きなスポーツに勤

しんだりしているはずなのに、子どもからは

平気でスポーツの楽しさを奪ってしまう親が

多いのは悲しむべきことです。 

【サッカーを好きにさせる】 

子どもたちにもサッカーに限らずスポーツ

をする楽しさを純粋に味わってもらいたいの

です。そして、一生スポーツを続けてほしい

のです。目先の試合の勝ち負けに拘ると、

サッカーの楽しさを見失ってしまいます。サ

ッカーが上手ければ全て OK というのも困り

ますので、サッカーを進学や就職の手段に

するのもやめましょう。 

プロ選手になり、J リーグや世界を舞台に

活躍するためには、サッカーが大好きで、

自ら積極的にサッカーに取り組み、継続し

て努力をしないといけません。プロサッカー

選手になるためには、先ずサッカーを好き

になることから始めなければならないという

ことがお分かりいただけましたか。 

今年度、幼児・1 年を担当することになりま

したが、以上のような考え方のもとに子ども

たちと楽しくサッカーができればと思ってい

ます。保護者の皆様方には、ご理解、ご協

力をお願い致します。 

(佐藤 敏明）                             

Papas 

【Rec/Comp 2016年度リーグ戦開幕】 

Rec（22名）/Comp（24名）ともに 2016年度

リーグ戦が 4 月 3 日から開幕いたしました。

Recの開幕戦は鎌倉に先制するも逆転負け。

Comp は雨天中止となりましたが、メンバー

のご協力により楽しいリーグ戦 1 年間にした

いと思います。 

今シーズンのルール変更は1点になります。

ユニフォームの上着ですが、試合開始セレ

モニー（対戦相手との握手）までは、パンツ

に入れる。交代、後半開始はパンツから

OUTがOKになりました。４審の方は注意を

お願いします。警告・退場は昨年より減少傾

向にありますが、8 割がラフプレーになりま

す。体は熱く頭はクールにプレーを心掛け

Rec/Comp ともに警告「0」を目指しましょう。

判定に対するベンチからの異議（暴言）は

出場選手同様に警告の対象になります。こ

ちらも冷静に。シニアリーグの規約にグラン

ド提供が義務付けられています。昨年度は、

Rec が提供していますが Comp が未提供に

なっています。クラブ一致団結のうえグラン

ド確保にご協力をお願いいたします。 

それでは、メンバーの皆様１年間大好きな

サッカーを楽しみましょう。 （瀬長 義男） 
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ヨーガ（水曜日クラス） 

【かながわフェスティバル 2016】  

先日、3月 21日に行われた「かながわフェ

スティバル 2016」にて、ウォームアップの担

当をさせていただきました。毎年の年度末

に行われるイベントですが、残念ながら私に

はお手伝いできることはないかと思っていた

のです。ところが、今回はイベント全体のウ

ォームアップをと声をかけていただきました。

ドキドキですがとてもうれしく、お受けするこ

とにしました。当日は脚回りを中心に、サッ

カーに必要な部分を動かせるように進めて

みました。バランスや体幹、筋肉への刺激を

しっかりと入れることができるように、ヨーガ

のポーズを組み合わせて実施してみたので

す。多くのスタッフの皆様に支えていただい

たお陰で、初めてヨーガを行った方々にも

なかなかの好評だったようです。ほっとしま

した。 

今年も桜の季節となりました。暖かくなって

綺麗な桜の景色を眺めていると、新年度を

迎える喜びを感じます。 

総合型スポーツクラブとして日本中から注

目されている、かながわクラブです。これか

らも他のクラブから憧れの存在として存在し

続けていけますように。そのために微力なが

ら協力していけたらと思っています。 

今年度も、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

               (伊藤 玲子) 

ヨーガ（金曜日クラス） 

 金曜のヨーガクラスを担当させて頂いてお

ります、中川有香です。金曜日の１９：２０〜

２０：２０、白幡地区センターでレッスンをして

おります。レッスンでは、シンプルなヨーガ

のポーズや呼吸法で、無意識のうちに乱れ

てしまった身体と心のバランスを整え、リラク

ゼーションへと促していきます。身体が固い

と感じている方でも、できない動きがあって

も、ご自身のペースで気楽に行なって頂け

ます。ポーズができる、できないではなく、

緊張している部分が緩んでいく気持ち良さ

や、心が穏やかに静まることによってストレ

スから解放されるような心地よさを、ぜひ体

感しにいらして下さい。とてもアットホームな

雰囲気のクラスですよ♪ 

今年度も、たくさんの方にヨーガの気持ちよ

さ、楽しさを体感して頂き、日々をより健や

かに過ごすお手伝いができるよう、精進して

参りたいと思います。どうぞ、宜しくお願い致

します。 

（中川 有香） 

 

※各学年、人数に余裕がありますので、お

知り合いやお友達をご紹介ください。 

  

 
かながわクラブ・クラブ員専用の掲示板です。クラブからの

重要なお知らせが記載されますので、まめにチェックして

いただけると早く正確に情報が伝わります。 

http://8610.teacup.com/kanagawaclub/

bbs 

 

 

 

☆ハンドブックについて☆ 

携帯で見られるように作成いたしました。下記の URLをク

リックしてご覧下さい。 

クラブの理念や指導方針、各種手続き方法、注意事情、

スタッフの紹介など重要な情報満載です。是非ご一読下

さい。http://www.kanagawaclub.com/HB/ 

youji_shougakusei.html 
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平成 28年度のサッカー・スポーツクラブ運営スタッフ 

 

 

【かながわフェスティバル報告】 

3/21(祝・月)しんよこフットボールパークにおいて、恒例の「かな

がわフェスティバル」が開催されました。当日はクラブ員 200名、

応援の方が 150名以上、スタッフを含めると合計で約 360名以

上の皆様にご参加いただきました。本当にありがとうございまし

た。 

【かながわフェスティバル 2016受賞者】 

MIP受賞選手 

幼児・小 1 眞喜屋 蒼太 

小 2 横内 廉 

小 3 豊島 光希 

小 4 武藤 勇気 

小 5 花好 風音 

小 6 内海 エディ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニアユース 山崎 翔 

ユース 輔野 光 

Papas 和泉 浩宣 

 

MVP受賞選手 

太田貴文（TOP） 

カテゴリー 担当 カテゴリー 担当 

幼児・小 1 佐藤(敏) Junior Youth 高田・斎藤・堀内・青木 

小 2 佐藤(伸) Youth 豊田 

小 3 嘉手納 TOP 代表： 二木 

小 4 堀内 
 

GM： 中本 

小 5 西井 
 

監督： 樋口 

小 6 鈴木(章) Papas GM： 茅野 

平日（火・木） 高田・堀内 
 

港北小： 浜野 

平日（水・金） 堀内・高田 
 

Rec： 平澤 

幼児・小学生 

アシスタント 

(日曜・祝日/平日） 

小野 

菊地 

鈴木(一) 

豊田 

 
Comp： 瀬長 

 
Over50： 茅野 

 
Over40： 平澤 

ヨーガ 
水曜日： 伊藤 

金曜日： 中川 
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内田泰嗣税理士事務所 

有限会社トップガン（ワン・ストップサービス） 

 

 

 税 理 士  内 田 泰 嗣  

 

横浜市神奈川区入江２－１９－１１ 

〒221-0014 大口増田ビル２０３号 

ＴＥＬ （０４５）４３１－０４０８ 

ＦＡＸ （０４５）４３１－０４８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


