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キラキラ光る
元気なまち

☆

進学先（高校）：昌平・武南・伊奈
学園・浦和西・浦和東・成徳深谷・
本庄第一・正智深谷など
卒団生：加藤有輝（大宮アルディー
ジャGK）

サッカーということもありランニング中心のト
レーニング、アジリティー向上の練習。
＊「アジリティー」とは？
機敏さ、素早さ、敏しょう性といった意味のほか
に的確な判断×行動の素早さ。

・長く走るときに速く走る時とゆっくり走る時を
使い分ける。
・練習中のダッシュ1本1本を大事に全力で走
る。
・何事も最後まで本気でやる。
・お風呂上がりにペットボトルなど、身近なもの
を使ってストレッチなどを行う。
・学校が遠いから登下校で自然と体力がつく。
・楽しみながら走る事。
・声を出し合いながらチームの意識を高める。

サッカーということもありラ
ンニング中心のトレーニング
アジリティー向上の練習　　
＊「アジリティー」とは？機
敏さ、素早さ、敏しょう性と
いった意味のほかに的確な判
断×行動の素早さ

・長く走るときに速く走る時とゆっくり走る時を使
い分ける。
・練習中のダッシュ1本1本を大事に全力で走る。
・何事も　最後まで本気でやる。
・お風呂上がりにペットボトルなど、身近なものを
使ってストレッチなどを行う。
・学校が遠いから登下校で自然と体力がつく。
・楽しみながら、走る事
・声を出し合いながら、チームの意識を高める

色々なことに興味・関心を持ち、一歩踏み出す勇気と行動力
です。長く続けることにより、上手や下手ではなくその方の個
性がにじみ出た作品となります。まずは始めて見ることです。

展覧会に行き「審美眼」を養い、古典の鑑賞や感動体験を豊
富に得ることを心がけています。

《主な進学先と活躍する卒団生》

・海外で活躍するプレーヤーになりたい。
・日本人初のバロンドール賞をとる。
・高校サッカーで優勝する。
・日本代表選手になりたい。
・サッカーに関わることをしたい。

《メンバーの目標やかなえたい夢は》 《町内スポ少 加盟サッカーチーム紹介》

南小、小室小の子供たちが活動しています。

・加藤有輝選手。同じ少年団からプロになったことがす
ごい！かっこいい！

・柴崎岳選手。フリーキックが上手で自分のプレースタ
イルを持ってるから。

・大迫勇也選手。得点力が高く、身体を張ったプレーが
カッコイイから。

・ルカ・モドリッチ。守備も攻撃も出来るところがすごい
から。

・リオネル・メッシ。無駄な動きをせず相手をかわし得点
率が高いところ。

・クリスティアーノ・ロナウド。足も速くて背も高くてドリ
ブルが上手くシュートも上手い！オールマイティー！

・大宮アルディージャ
・浦和レッズ
・レアルマドリード
・FCバルセロナ
・リバプール

対　　象／幼稚園児～小学6年生
団　　費／月2,300円（未就学児は0円）
活動場所／主に小室小グラウンド
活 動 日／土・日・祝日8：30～又は13：00～
　　　　（毎月第2土曜日は休み）

活動場所／小針小グラウンド
活 動 日／毎週土・日・祝日
時　　間／8：00～（4～9月）、9：00～（10～3月）、
　　　　　13：00～（通年）
問合せ先／☎0120-372-171（フリーダイヤル）

《好きな選手、尊敬しているところは》

《好きなプロサッカーチームは》

《伊奈小針サッカースポーツ少年団》

☆
町を彩ってくださる主役は「町民の皆様」で
す。その町民の皆様が活躍している模様を
紹介するコーナーの第4弾！！今回は1985
年に発足した「小針サッカー」を取材しまし
た。町へのつぶやきも必見です。

日本サッカー協会の指導方針に則り指導し、楽しくサッカーをしてサッカーを好き
になってもらい集団スポーツの楽しさや仲間とのチームワークを学んでいます。

《指導者・OB紹介》《体力づくりの工夫点：監督から》

《体力づくりの工夫点：団員から》

監督の柴明孝さんは、高
校までサッカー選手とし
て活躍し、日本サッカー
協会の指導者ライセンス
を取得しています。
コーチ陣もサッカー経験
者や情熱をもったコーチ
ばかりで、何事にも目標
に向かってチャレンジす
る精神を育むべく、ボラ
ンティアで楽しく質の高
い指導を行っています。
Jリーガーやサッカー有
名校へ進学した選手も多
く、小針中学校サッカー
部が埼玉県大会で優勝し
たときに活躍した選手や
今年の全国高校サッカー
選手権大会に 2年生で出
場し、大会優秀選手や全
国高校選抜選手に選ばれ
た卒団生もいます。

地域の子供たちの運動不足解消や
チームワークの育成のため。

5歳～12歳

スポーツ少年団の活動規則に則り運営

練習回数：土・日・祝日 120日前後
大会数：約30大会（全学年合計）

3,000円/月
（大会参加費、備品購入等に使用。）

父母会組織があります。
指導者組織の運営のサポートが主な
仕事で、他に試合遠征時の子供たち
の送り迎えや練習時の安全見守り当
番などです。

▲議長賞受賞《書道》「白楽天詩」▲議長賞受賞《書道》「白楽天詩」

　県町村議会議長会から議員として20年以上在籍したこ
とにより村山正弘議長と青木久男議員が、12年以上在籍
したことにより水上邦雄元議員と加藤利明元議員が県町
村会自治功労者表彰を受賞しました。

簡単な手続きで、どなたでも傍
聴ができます。ぜひお越しくだ
さい。
＊議事日程は議会ホームページ
に掲載されます。

議会HP QRコード議会フェイスブック QRコード

いいね！

村山正弘議長

水上邦雄元議員

青木久男議員

加藤利明元議員

表　彰表　彰６月議会と
傍聴ご案内

次回の定例会は
6月2日㈫予定です

《発足の経緯は》

《加入者の年齢層は》

《運営方法は》

《団費》

《保護者の役割》

《練習回数や年に
　　　行われる大会数は》

検 索

ホームページ
メール

小針北小学校のグラウンド
も使用したいです。

《町へのつぶやき》
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