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師という多忙の 傍ら県キヤ

も達は︑現場の 高校英語教
当の方々は特に お疲れ様で

世 話や事 前の買 出しの 担

古の成果を発揮 できたと思

す︒興奮するの です︒会員

か？そうです︒ はまるので

去 る十月 十三日 の体育 の

に何回か公式戦 があるので

の全国大会の予 選です︒年

その名の通り少 年サッカー

予選と言うのがありました︒

先 日︑全 日本少 年長崎 市

湧き肉躍るという感じです︒

も決めてくれる ものなら血

は熱くなります ︒ゴールで

を持って敵陣目 指すとそれ

すが︑自分の息 子がボール

れていたらわか ると思いま

も同じでしょう が︶をやら

ッカー︵ソフト ボール等で

の皆さんでも子 供さんがサ

います︒

面々は︑あのよ うな大舞台

特に︑高校生 や小学生の

にわたり青少年 育成にも関

でも怖気づくこ となく堂々

した︒

わって来られた 小島勝さん

の演武は立派で あったし︑

ンプ協会の役員 として長年

長 崎では 恒例の 日本三 大
︵二段︶のリードのもと

今後のあらゆる 人生の岐路

早 いもの で今年 もあと 三

祭りの一つと言 われる﹁長
様々のゲームを 楽しみまし

の際などに必ず 活かせる経

ヶ月を切りました︒

崎くんち﹂まで ︑出演する
た︒

験だったと思います︒

また︑応援の 当道場の皆

小屋入りから十 月の本番ま

で猛稽古が続い てきたこと

様も有事の際に ︵？︶いつ

りがとうございます︒

道着まで着用し ての応援あ

もあって︑まだ なんとなく
● 市民レ クレー ション 大

でも代役で出場できるよう︑

時期ではあります︒
し かし︑ これか らは稲 刈

め︑さらに柿の 木の梢でモ

日︑諏訪体育館 で開催され

武会︶

ズが啼き出すと いよいよ中

・ 自由技

野瀬耕一六

いずれの演武 も日頃の稽

サッカー！﹂こ のお題でい

ってみたいと思います︒

ま ず︑何 が恐る べしな の

婦でついていき ました︒か

した︒当然︑そ の同僚も夫

さんも全国大会 に出場しま

チャンプになり ︑その息子

息子さんのチー ムが本県の

去 年は私 の会社 の同僚 の

っても過言ではありません︒

目指して頑張っ ているとい

サッカー少年が この大会を

すが︑この大会 はその中で

秋から晩秋へと 動いていく

さんをコック長 に一般会員

野瀬ゆりこ
初段︑吉田牧子三級

・ 自由技

た右記行事に︑ 当道場から

●趣味の話︵２︶

も一番規模が大 きく全国の

感じがしてきます︒

や父兄らのお手 伝いでおい
しく茹で上がっ たソーメン

さて︑前回の﹁岩屋通信﹂

発行から少し間 があいてた

森
ち なみに 総参加 者数は ︑

・ 自由技二人掛け

十四日︵日︶に 子ども中心

幼年部会員ら子どもが九人︑

を頂きました︒

のレクリエーシ ョン大会を

その父兄が四人 ︑それに一

段︑佐藤玄己幼年部八

いへん恐縮です が︑八月二

道場近くの西北 ・岩屋ふれ

般会員︵高校生 含む︶十一

級︑中村祐太幼年部八

脇二段︑田中侑一級︑

あいセンターを 借りて開催

人︑合計二十四 人となり盛

西脇大貴五級

しました︒

級
た︒

会のうちに午後 終了しまし

い つもの ように ︑名物 の
ソーメンができ るまで子ど

今 回は﹁ 恐るべ し︑少 年

も三組の演武を出しました︒

りも済み︑草木 も色づき始

会︵長崎合氣道 連盟秋季演

夏の延長のよう な不思議な

そ の後は 和室に て︑大 平

七つの踊り町で 六月一日の
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そ こで２ 位抜け までに 入

戦います︒

８グループで１ 次リーグを

は４チームから ５チームの

長崎市内３６チ ームがまず

ん︒

たのは言うまで もありませ

カンパをもらう んだと誓っ

のですが︑私が 来年は俺が

もカンパを募っ て応援した

も嬉しそうでし た︒会社で

なりの出費です が︑とって

ますが︑子供達 も親たちも

は格下だと言う こともあり

も強くて︑次あ たるところ

今日戦ったチー ムはいずれ

てくれるしかあ りません︒

が１位のチーム に大負けし

て︑今日引き分 けたチーム

われる次の２試 合を大勝し

であがるために は︑後日行

た︒１次リーグ を２位抜け

き分け︒最初か ら躓きまし

に次の試合では １対１の引

初戦で５対０で 破れ︑さら

１ 次リー グでは ︑なん と

した︒２次リー グもまった

く２次リーグ進 出を決めま

得失点差でかわ し︑めでた

２位につけてい るチームを

ちゃ居られませ ん︒この後

血圧も上がりま すがかまっ

アドレナリン急 上昇です︒

付きのガッツポ ーズです︒

げて﹁やったー ！﹂と大声

ポーズ︒私も両 手を突き上

コーチは立ち上 がりガッツ

さりました︒この瞬間監督︑

上を越え︑ネッ トに突き刺

相手チームのキ ーパーの頭

示︒息子が蹴っ たボールは

をいとも簡単に覚えますが︑

道の子供達でも ︑体さばき

です︒言われて みれば合気

番条件が良い年 代らしいの

るに技術を習得 するのに一

な年代らしいの です︒要す

を即︑体が実行 出来る希有

ことを頭で理解 して︑それ

監督やコーチか ら言われた

れはどういう事かと言うと︑

エイジと呼ぶそ うです︒こ

生位の年の子を ゴールデン

少年サッカーで は５︐６年

く熱いですよ〜︒

年サッカーの会 場ってすご

導方針がすごく 参考になっ

場ですので︑こ の監督の指

応幼年部の指導 者という立

私 も規模 は違い ますが 一

子供を預けているわけです︒

考えに賛同して ︑安心して

タンスですので 我々もその

校で花開けば良 いと言うス

は勝てなくても 中学校︑高

は今のスタイル で小学校で

クは大きいので すが︑監督

当然そうすれば 負けるリス

行くように指導しています︒

自陣からでもパ スやドリブ

易にクリアする のでなく︑

と︑先の１位抜 け４チーム

い︑そこで２位 までに入る

４チームで３次 リーグを行

ります︒さらに ２位抜けの

抜けチームが４ チーム決ま

勝利！我が息子 はディフェ

利！次の試合も １０対０で

我がチームは１ ４対０で勝

後日行われた初 戦︑なんと

が起こるかわか りません！

し かし︑ 少年サ ッカー 何

クドキドキさせ てもらって

も子供達以上に 親がワクワ

程が終わりまし た︒

で

３位で終わり子 供達の全日

ょうというわけにはいかず︑

が︑さすがに２ 匹目のどじ

本願の結果にな ったのです

く極力技術習得 に力を注ぐ

たり︑筋トレさ せるのでな

達に過度の走り 込みをさせ

督さんはこの時 期には子供

良くわかったサ ッカーの監

納得できました︒ですから︑

そういうことだ ったんだと

● 寂然不動

次回もお楽しみに︵村里︶

趣味の話︑まだ 続きます！

ています︒

を教えようと考 えて指導し

ラスには極力た くさんの技

ており︑幼年部 の高学年ク

ルの技術でつな いで持って

るとさらに１６ チームを４

少し難しいなと いう感じで

く１次リーグと 同じく他力

と一緒に６チー ムが県大会

ンダーなのであ まりシュー

さて︑話は変わりますが︑

グループに分け て２次リー

しょんぼり帰りました︒

に出場できます︒

と言うことです︒

分くらいのチー ム︒目指す

でも実力的には ちょうど半

た︒監督が息子 に蹴れと指

ックを一発決め てくれまし

なんとこの試合 でフリーキ

あるわけです︒ だから︑少

ーム以外にも３ ５チーム分

こ ういう 興奮が 我々の チ

ゲームで押し込 まれても安

の点すごく研究されていて︑

息 子のチ ームの 監督は こ

すので︑お忘れなく︒

月十六日と十二 月十四日で

稽古休み日のみ 連絡・十一

今 月は︑ 紙面の 関係で の

本当に感謝です︒

は県大会出場です︒

息 子のチ ームは 長崎市 内

トチャンスはないのですが︑

さて︑先日の試合ですが︑

グを行います︒ そこで１位
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