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新型コロナウイルス感染症対応について 

日頃より本クラブの活動にご理解・ご協

力を賜り、誠にありがとうございます。 

現在、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大を受けて、かながわクラブは、ク

ラブ員及び保護者の皆様、クラブスタッ

フをはじめクラブに関わる皆様の健康・

安全を第一に考え、活動を休止してお

ります。クラブの方針としては、横浜市

の学校開放の再開をもって活動再開を

考えております。  

 5 月のクラブ費の引き落としは一旦停

止させていただきますが、活動休止中

グラウンド代や指導費等の活動に関わ

る費用は発生しないものの、クラブを維

持するためには固定費用が必要となり

ます。活動休止中も何とかクラブを存続

させ、また再び活動を再開できるよう、

活動休止中も最低限の維持費のご負

担をいただきたいと考えております。 

そのため 6月以降のクラブ費につきまし

ては、活動開始時期が見通せないこと、

また政府などが実施する休業補償に該

当するかが定かではないことなどから、

現時点で不確定な要素が多く、クラブ

を維持していくための最低限の維持費

の算出が困難です。したがって具体的

な金額等につきましては、この状況が

終息し活動が再開できるようになってか

ら、精査してご連絡をさえていただきま

す。 

 皆様のご協力を何卒宜しくお願いい

たします。 

 

 

 

 

新年度の担当スタッフについて 

カテゴリー 担当 

幼児・小 1 浜野 正男 

小 2 佐藤 敏明 

小 3 栗城 聖也 

小 4 菊地 健志郎 

小 5 
豊田 泰弘 

古山 未来 

小 6 

樋口 圭太 

今川 暉一郎 

豊田 泰弘 

平日小学生 

竹沢 一弘 

栗城 聖也 

古山 未来 

豊田 泰弘 

幼児・小学生  

アシスタント 

小野 津春 

輔野 光 

青木 達也 

伊藤 卓弥 

JUNIOR YOUTH 

豊田 泰弘 

今川 暉一郎 

伊藤 卓弥 

栗城 聖也 

古山 未来 
 

YOUTH 

今川 暉一郎 

古山 未来 

伊藤 卓弥 

豊田 泰弘 

TOP 
代表 二木 昭 

GM 中本 洋一 

Papas 

GM 茅野 英一 

港北小 浜野 正男 

Over50 茅野 英一 

Over40 瀬長 義男 

Rec 服部 利崇 

Comp 瀬長 義男 

ヨーガ 伊藤 玲子 
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今、グラウンドでは･･･ 

TOP 

【2020 年度シーズン】 

2020 年度シーズンも TOP チーム

GM を担当します中本です。 

TOPチームは神奈川県社会人リー

グ１部を中心に活動をしておりますが、

今年度はまだ開幕が見通せません。

通常 10 チーム 2 回戦総当たりで 18

試合行う予定でしたが、189 試合行う

ことが困難な状況になりつつあります。

縮小して開催されると、短期決戦（１

回戦総当たりなど）で順位が決まる可

能性があり、それによってリーグの昇

降格が決まる可能性もあります。 

選手たちも全体の練習ができない

あいだ、個人的にランニング、筋トレ

など、主に基礎体力をつける練習を

行っており、リーグ戦が再開されても

90 分走れる体力を維持するよう努め

ております。  

昨年同様、神奈川県社会人リーグ

１部はハイレベルな戦いが予想されま

す。TOP チームも新入団選手などで

きる限りの補強はしておりますが、厳

しい戦いが予想されます。 

ホームゲームは主にしんよこフット

ボールパークで行われます。まだ

TOP チームの試合をご覧になったこ

とのない方も、ぜひ足を運んでいただ

き、応援していただけると幸いです。 

今年度も TOP チームの応援、よろ

しくお願いいたします。 

【オフィシャルサイト TOPチームページ】  

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

(中本 洋一） 

 

YOUTH 

今年度からユース担当となりました

今川暉一朗です。簡単に自己紹介を

させていただきます。現在は神奈川

大学の3年生で保健体育の教員免許

取得を目標に日々頑張っています。

昨年度はジュニアユース担当でした。

コーチとしてたくさんのことを学ぶこと

ができました。 

ユースの選手達とは積極的にコミュ

ニケーションをとって人数が少ない分

1人 1人のことをまずは深く知り、選手

達にはきちんと社会性を身につけて、

サッカー面でも足りないものをしっかり

と指導していきたいと思います。私は

ユースの選手達には攻撃に関しては

選択肢を与えますが、自由にプレー

してもらいたいと考えています。守備

に関しては隙ができないように全員守

備を目標にやっていきたいと思いま

す。チームに必要なプレーはどんなこ

となのか考えてプレーしてもらいたい

と思います。 

そして、ユースだけではなく昨年度

まで見ていたジュニアユースの選手

達にも積極的にアプローチしていきた

いと思います。精一杯指導させてい

ただきたいと思います。 

大変な時期ですが協力して皆さん

で乗り越えていきましょう。 

1年間よろしくお願い致します。 

（今川 暉一朗） 

 

今年度より YOUTHを担当することにな

りました古山です。 

私は選手達に存分にこの環境を楽しん

で欲しいと思っています。部活動とは違っ

て選手個々の意見や行動が大きくチーム

を動かすことができるこの環境だからこそ

のやりがいを選手には感じて欲しいと思っ

ています。それと同時に大きな責任も感じ

て欲しいと思います。1人でも練習に来な

かったり、練習の態度、言動などネガティ

ブに向いてしまえば、それだけチームは

ネガティブに傾いてしまいます。選手全員

がこの活動に対して本気になって同じベ

クトルを持つということが必要になります。

そうして個人が成長することで組織として

素晴らしいチーム、そしてサッカーができ

るようになると思います。その過程を共に

できたらと思っています。よろしくお願いし

ます。 

また JUNIOR YOUTHや小学生なども

担当することもあるのでよろしくお願いしま

す。 

（古山 未来） 

 

JUNIOR YOUTH 

今年度 JUNIOR YOUTHを担当さ

せていただきます豊田です。改めま

して今年度 1 年間、宜しくお願いい

たします。 

昨年までは YOUTH をメインに担

当しておりましたが、同じグラウンド

で活動する JUNIOR YOUTH のこと

は常に気にかけて状況はある程度

把握するようにしていました。また、

新中2と新中1は小学生の頃に担当

させていただいたことがありますし、

新中 3はいつもYOUTHに助っ人参

加してくれていたこともあり、選手

個々の特徴はある程度把握している

つもりです。外部から新しく加入する

新中 1 の選手たちも、練習会やセレ

クションにて様子を見させていただ

いている中で、それぞれに特徴を生
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かしたプレーを見せてくれており、非

常に楽しみにしております。 

新年度のスタートに向けて、2 月

頃から担当スタッフで集まりミーティ

ングを開いたり準備を進めていまし

たが、新型コロナウイルスの影響で

活動を行うことができておらず非常

に残念です。 

活動が制限されているこの時期に

どのように過ごすかが、この騒動が

終息し通常通りの生活に戻った時に

差が出てくると思います。自分の使

える時間が増えていると思いますの

で、サッカー以外のことについても、

このタイミングでしかできない新しい

ことに興味を持ったり、新しい本を読

んでみたり、自分の時間を満喫して

もらえたらと思います。 

もうしばらく皆でグラウンドに集ま

ってサッカーをすることは出来なそう

ですが、それまでは課題や情報を提

供したり、オンラインでミーティングを

行ったりと、出来ることを進めていき

たいと考えております。 

(豊田 泰弘) 

 

はじめまして。今年度から JUNIOR 

YOUTH、YOUTH、小学生に GK コ

ーチとして関わることになりました、

伊藤卓弥と申します。よろしくお願い

します。 

主なサッカー歴としては、小学校 6

年間はかながわクラブに在籍し、そ

の 後 日 産 JUNIOR YOUTH 、

YOUTH、横浜 F・マリノスで 95・96・

97 年、セレッソ大阪 98・99 年に在籍

し、J リーグでプレーしておりました。 

指導者としての経験はありません

が、選手時代きつかったトレーニン

グはよく覚えています。C 大阪時代

は、GK が一番走っていたような気が

します。 

その他砂場でのトレーニングな

ど...楽しみです。 

現在は、サッカーから離れて 20数

年経ってしまいましたが、またサッカ

ーに携われる事になり嬉しく思いま

す。 

今大変な事態に見舞われていま

すが、終息後思い切りサッカー楽し

めるように我慢、我慢で辛いけど頑

張りましょう！ 

(伊藤 卓弥） 

 

小 6 

 初めまして。小学 6 年生を担当する

ことになりました、樋口圭太（ひぐちけ

いた）と申します。 

横浜に生まれ、ジュニアユースから

TOP まで、離れていた期間を合わせ

ると 18年間かながわクラブで育ちまし

た。今回は指導者という形でクラブに

戻る事ができ、大変嬉しく思います。 

担当する小学 6 年生とともにサッカ

ーを通じて成長を志し、そしてクラブ

の発展のために努力して参ります。1

年間、どうぞよろしくお願いいたしま

す。    

(樋口 圭太) 

 

小 5 

今年度小 5 を担当させていただ

きます豊田です。今年度一年間宜し

くお願いいたします。 

新型コロナウイルスの影響によりク

ラブも活動することができておりませ

んが、皆さんは毎日どのように過ごし

ていますでしょうか。毎日外に出て思

い切り体を動かすことも、友達に会う

こともできず、制限された生活を送っ

ているかとは思いますが、考え方によ

っては、不謹慎かもしれませんが、自

分の使える自由な時間ができたと考

えることができると思います。ぜひそ

の自由な時間を使って、このタイミン

グでしかできない新しいことに興味を

持ったり、新しい本を読んでみたり、

自分の時間を満喫してもらえたらと思

います。 

いつかはこの騒動が収まり、またみ

んなと思い切りサッカーをすることが

できる日が来ます。その時には元気

に思い切り楽しくサッカーができるよう、

それまでは少しでも良い時間を過ごし

てもらえたらと思います。 

(豊田 泰弘） 

 

小 4 

今年度 4 年生を担当させて頂きま

す、菊地健志郎(きくちけんしろう)で

す。よろしくお願いします。昨年は 5

年生を担当していました。 

新型コロナウイルスの影響でまだ

皆さんに会うことができないのが非常

に残念です。 

皆さんはどのような生活を送ってい

るでしょうか。学校が休みで外にもあ

まり出ることが出来ない状況ですが、

生活リズムをなるべく崩さないよう心掛

けてみて下さい。 

この状況が明け、サッカーができる

ようになったら思い存分サッカーしま

しょう！ 
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みんなとは、とにかく楽しくサッカー

をしていきたいと思っています。もちろ

ん試合の勝ち負けはありますが、楽し

む事も大切です。大好きなサッカーを

もっともっと好きになってもらえるよう

練習していけたらと思います。 

（菊地 健志郎） 

 

小 3 

新年度小学 3 年生を担当すること

になりました、栗城聖也です。 

昨年は、3 年生を担当していまし

た。 

私はかながわクラブのユースで選

手としてプレーしていましたが、指導

を始めて今年で 3年目になります。指

導者としてはまだまだ足りない部分も

あるかとおもいますが、まずはサッカ

ーを心から楽しんで、もっと好きにな

ってもらえるような活動をしていきたい

とおもいますので、宜しくお願い致し

ます。 

(栗城 聖也) 

 

小 2 

【ご挨拶に代えて】 

今年度、2 年生（U-8）カテゴリーを担

当させていただくことになりました。3 月

末からの学校休業要請と 4 月からの緊

急事態宣言の発出により、クラブとして

の活動もできない状況ですが、明けな

い夜はありませんので、必ず事態は終

息します。早期の活動再開を見据えて、

今、私たち（親子共々）がしなければな

らないことを、粛々と行うようにしましょ

う。 

【命の大切さを…】 

子どもたちは、「外で遊べない」「友だ

ちと会えない」「勉強が遅れる」などとい

った不満を抱えながら、健気に辛抱し

ていることでしょう。2 年生には少し難し

いかもしれませんので、是非、保護者

の皆様には、「外で遊ぶこと、友だちと

会うこと、勉強が遅れること」よりも「命」

が最も大切であることを説いていただき

たいと思います。治療薬もなく、ワクチ

ンも開発されていない現状で、病に侵

されることやその病を他人に感染させ

てしまうことの恐ろしさをお子さんに伝

えましょう。 

【今すべきことを…】 

人から人への感染症だということが分

かっています。極力、人との接触を避け

ることが大切です。そのための外出自

粛であり学校休校なのです。そして、何

よりもウイルスに負けない免疫力を高め

ることが求められます。生活の乱れは免

疫力の低下につながります。学校が休

みであろうと、「早寝、早起き、朝ご飯」

を心がけましょう。食事で必要な栄養を

摂取し、睡眠により肉体的な休養をとり、

そのうえで密閉、密集、密接という三密

を避けた生活を送ることです。 

細かなことでは、マスクの着用、手洗

い・うがいの励行ということも欠かせない

でしょう。いずれにしても、活動が再開

されたときに、思い切りサッカーが楽し

めるような準備を、今、しておきましょう。 

【一人でできること】 

外出自粛とはいえ、ビタミンDの生成

のためには太陽（日光）にあたることは

大切なことです。毎日、規則的に屋外

で体を動かすこともお勧めします。幸い、

サッカーはボールが一つあればできる

スポーツです。勿論、試合はできませ

んが、個人技術のトレーニングはできま

す。身体の発達面を考慮しても、神経

系統の発達が著しいこの時期ですから、

たくさんボールに触れることは非常に大

切なことです。 

具体的には、ドリブルの練習やフェイ

ントの練習です。試合の状況を頭で想

像しながらドリブルでボールを運んだり、

フェイントで相手を交わしたりするので

す。常に相手を想定してのボールタッ

チであったり、ボールコントロールであ

ったりすることが上達への第一歩なの

ですから。 

【最後に】 

保護者の皆様には、指導方針や1年

間の指導の流れなどをお伝えすべき時

期ではありますが、それはいずれ落ち

着いてからと考えています。ただ、指導

に際して、常に大切にしている以下の 4

点に関しては、最初にご理解いただき

たいと思います。それは、①サッカーを

好きになろう、②仲間を大切にしよう、

③ミスを恐れないようにしよう、④考えよ

うという 4つのことです。これらのことを、

サッカーを通じた活動の中で、手を替

え、品を替え、子どもたちに伝えていき

たいと思います。宜しく、ご理解、ご協

力を頂ければと思います。 

(佐藤 敏明) 

 

幼児・小 1 

元気でやっていますか。新年度、

幼児・小 1を担当することになりました

浜野正男です。 

2 ヶ月以上、みなさんと一緒にサッ

カーをすることができていませんが、

毎日、どんな生活をしていますか。家

や近所の広場・公園でどんなことをし
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て遊んでいますか。 

サッカーで一番楽しいのはゲーム

ですね。自分の好きなプレーができ

たとき、ゴールを決めたとき、相手ボ

ールを奪ったとき、味方のゴールにつ

ながるパスが出せたとき、そしてゲー

ムに勝ったとき、楽しい！嬉しい！の

気持ちは何度味わってもよいです

ね。 

残念ながら今は、それがみなさんと

一緒にできません。そしてこの不自由

な生活はまだ続いてしまいます。 

そこで、またみなさんと一緒にサッ

カーを楽しむことができるまでに、や

っておいてほしいことをコーチからお

願いしておきます。 

(1)１日最低 15 分は太陽光線を浴び

てください。 

(2)リフティングが 10 回以上できるよう

に毎日練習してください。 

(3)早寝、早起きの生活を続けてくださ

い。 

(4)ゲームをしたり、テレビを見たりする

時間を決めて楽しんでください。 

(5)お父さん、お母さんの言うことをち

ゃんと聞いて、自分にできることは自

分でやってください。 

(6)本をたくさん読んでください。 

(7)宿題や家でできる勉強は最後まで

きちんとやってください。 

以上のことを、幼稚園・保育園、学

校が始まるまでに、全部できるように

チャレンジしていきましょう。 

コーチは、皆さんとサッカーを楽し

む時が来ることをとても強く願ってい

ます。それまでの間、みなさんも元気

で毎日を過ごしてください。 

（浜野 正男） 

小学生アシスタント 

昨年度に続きアシスタントコーチを

務めます、輔野です。 

 今、世界中で経験した事のない世

の中が続いていますが、手洗い・うが

い・消毒を徹底し、一人ひとりが自己

管理をしっかり行い、活動が再開にな

った時にまたみんなで元気に楽しくサ

ッカーが出来たら良いなと思います。 

今年度も子ども達の成長を近くで

見届ける事ができ、嬉しく思います。

一年間宜しくお願い致します。 

(輔野 光) 

 

今年度も小学生のアシスタントとし

てこのクラブに関わらせていただくこと

になりました青木です。選手達の将来

のために少しでも力になれるようがん

ばります。 

選手の皆さん、一緒にサッカーを

楽しみましょう！ 

(青木 達也) 

 

Papas 

【Papas】 

新年度が始まりましたが、武漢ウイ

ルスによるパンデミックという第二次大

戦後最大の災禍が世界を覆っていま

す。私達の日常は失われ、ボールを

蹴ることもままなりません。しかし、必

ずやサッカーを楽しめる日がきます。

それまで、独りで備えましょう。 

（Papas GM 茅野英一） 

 

【Over50】 

Papas の Over50 チームは 50 歳以

上の Papas メンバーで横浜市サッカ

ー協会シニア委員会が主催するシニ

アマスターズ大会と交歓試合に参加

していますが、ご案内のとおり、開幕

の見通しが立ちません。しかし、その

日に備えて、心と体の健康を維持し

ていきませんか。再開すると、きっと密

な日程で試合が組まれるでしょう。そ

の時は日程調整をお願いします。

Over40から助っ人の要請もきっとある

でしょう。それもよろしくお願いしま

す。 

（Over50 茅野 英一） 

 

【Over40/Comp】 

今年度も Comp、Over40 を担当 

します瀬長です。よろしくお願いい 

たします。 

本来ならば 4月から開幕する県リー 

グ、市リーグともに 5月末まで延 

期となっている現在、皆様はどのよう 

に過ごされていますでしょうか。 

仕事の都合上、通勤されている方

もいらっしゃると思います。感染には 

十分に注意いたしましょう。 

また、先行き不透明なところがあり

ますが、開幕に向けてジョギング、散

歩などで体力維持をお願いいたしま

す。 

わたくしも昨年から毎日１万歩を実

施しています。自粛中の今は家の中

でウロウロして 5000歩、夕方から外に

出て 5000歩散歩しています。最近は

鶴見川のサイクリングコースも人が多

く 3密を避けて一般道を歩いています。

また、最近までジャージ掛けになって

いたワンダコアで腹筋を始めました。

皆様も工夫して体を動かしてみてくだ

さい。 

この状況が 1日でも早く改善され、
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皆様がグランドで躍動できることを願

っています。 

（Over40/Comp 瀬長 義男） 

 

【Rec】 

 今季も神奈川シニアリーグ四十雀４

部の闘いに挑みます。昨季は 5勝で

勝ち点 15。過去最高の成績でした。

40～59歳の総勢 26人で、さらなる高

みを目指すつもりでしたが、今はとに

かく辛抱です。リーグ開幕日に、全員

が笑顔でピッチに立てますように、気

持ちはポジティブに、そしてキープ・ス

マイルでいきましょう。 

(REC 服部 利崇) 

 

【港北小 Papas】 

2 ヶ月以上に及ぶ不自由で窮屈な

生活を強いられていますが、いかが

お過ごしでしょうか。おそらく、数年先

に振りかえる時期が来ればわかるの

でしょうね。今はもう誰もが歴史上の

大事件に巻き込まれてしまいました。

目に見えない敵に対して、緊張と油

断、恐怖と慣れ、要・不要／急・不急

の判断と葛藤を繰り返しながらも生き

ていかねばなりません。この苦難を乗

り越えた後に、私たちはどんな道を選

ぶのでしょうか。新しい価値観、行動

様式、働き方、さまざまな機器の活用

法、生き方が生まれるのでしょうが、そ

の代償はあまりに大き過ぎます。不安

もありますが、明日も散歩して自分の

住んでいる街を見ながらおいしい空

気を吸って、生きている幸せを感じて

いきましょう。 

そして、また、皆さんとサッカーを楽

しむ時が来ることを切に願っています。

それまでの間、どうかお元気でお過ご

しください。 

(浜野 正男) 

 

ヨーガ 

【オンラインに試行錯誤中】 

新型コロナの影響が思いのほか長

引いています。水曜日ヨーガクラスだ

けでなく、私が担当しているどのヨー

ガクラスの再開もいつになるのか目途

が立たない状況が続いています。 

いつも感染の危険にさらされている

感覚、そして先の見えない恐怖はスト

レスです。しかもどこかに出掛けてそ

のストレスを発散することもできません。

最初は「長めの春休み」と思ってのん

びり過ごそうと構えていた私もさすが

に少し疲れてきました。人と会って話

をしたり、皆様とご一緒にヨーガをした

りしたい気持ちが高まります。 

そんなときにヨーガの参加者の方

から「オンラインヨーガクラスを行って

もらえませんか。」とリクエストがありま

した。「なるほど。」オンラインなら集ま

らなくても出掛けなくても一緒にヨー

ガを楽しむことができます。 

そこで、私の個人的なクラスで 4 月

中に 3回、お試しオンラインヨーガクラ

スを開催してみました。手探り状態、

まさに試行錯誤の連続ですが、知り

合いのインストラクターやパソコン関

係に詳しい友人に助けてもらいながら

なんとか続けていけそうな手ごたえを

感じています。 

確かに実際に集まって行うクラスの

ようにうまく伝わらない部分もあります。

でも、おうちでくつろぎながら行える、

お子さんと一緒に行える、宅配便が

来てもうけとれる、忘れ物に気づいて

もすぐにとりにいける、といった思わぬ

メリットも感じます。 

オンラインヨーガクラスなかなか良

いです。少しずつ広げていって、みん

なでこの状況と上手に付き合ってい

けるように、この試練を元気に乗り切

れるようにと思っています。         

(伊藤 玲子) 
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