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ＮＰＯ法人 

春日サッカーコミュニティ 

通信 第 30号 

２０１５年１月 1日発行 

Kasuga-soccer@mopera.net 

 

春日ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団(幼児・小学生)見学・体験随時受付中！ ＵＲＬ http://www.kasuga-soccer. jp/ 
 

団員募集 

 

新年、明けましておめでとうございます！ 
昨年も春日サッカーファミリーの皆様には大変お世話になりました。 

ありがとうございました。今年もさらなるご支援をお願いいたします。 

練習や試合で大事にしていることが２つあります。 

①「全ての選手が楽しくサッカーをしている」  

②「諦めず目標に向かって努力をしている」 

この２つに欠かせないものは「一生懸命、全力でサッカーに 

熱中できる場所」が不可欠です。この場所・環境を用意できる 

のは私たち大人だけだと思うのです。事務局を含めた指導スタッフであり、保護者の役割だと私は考えています。 

我々指導スタッフは子供と同じ目標に向かって練習をオーガナイズし、全ての選手をゲーム出場させることが最も大

事です。また、保護者は子供たちがサッカーに熱中できるように、暖かく見守り、励ますことが必要です。子供が苦しんで

いる場面は子供が成長しているときと理解してください。安易に手を差し伸べ、答えをだすことが親の役目ではありませ

ん。子供自身が自分で解決できるよう暖かく見守りは励ますべきと私は考えています。また、我々大人は単純に早い、

遅い、強い、弱い、上手い、下手だけで選手を評価する「ものさし」にしては絶対にいけません。サッカーに対する意欲、

熱意、周りの選手との協調性や気遣い、行動、言動・・。大人は選手をよく観察することが必要だと思うのです。 

良い土壌に種をまいて適度な水を与えて質の良いトマトができます。土壌＝環境、種＝選手、水＝指導（指導者、保

護者）なのです。水を与えすぎたトマトは甘くなりません。適度が良いのです。我々大人がオープンマインドで明るく子供

に接し、ゲームに出場させ、選手の持っている技術、判断を思う存分発揮させることが選手を育成する原点です。間違

いなく良い選手は育ちつつあります。われわれ大人が質の良い水を選手に与えることがクラブの成長の根幹です。それ

ができるクラブが私たちのクラブ「春日」であると確信しています。 さぁ、今年も一致団結！目標に向かって前進あるの

み！頑張ろう～～！                        ジュニア総監督、ジュニアユースコーチ 遠藤雄治 

 

 

新年のご挨拶          代表 米田知弘 
 
新年明けましておめでとうございます。本年も変わらずご愛顧頂きますようお願い申し上げます。 
さて、春日 SSSは活動を開始してから 30年、上越春日 FCは 10年、春日サッカーコミュニティが
NPO 法人になって 5年が経ちました。めでたい！！ 
たくさんの方に支えられ毎日の活動が出来ていることには、感謝の気持ちしかありません。今後
とも春日サッカーをよろしくお願い致します。 
 
近年、このクラブが成長をし、地域での立ち位置が少しずつ変わっ
て来たようです。地域の期待やニーズをしっかりと受け止め、関わ
る皆様に夢を与えられるクラブにして行きたいと思います。 
 
今年大きく変えて行かなくてはならないのはズバリ「選手の内面」
です。選手の技術はもちろん内面をもっと強い選手にしていくこと
が必要です。 
あいさつ・返事・後片づけはクラブ員全員が身に付けます。更に、
周りの選手と協調しながらも 
① 自分で決断し、 
② 勇気を持って積極的に行動を起こし、 
③ 結果をきちんと受け止めることが出来る。 
そんな人間がたくさん育っていくクラブにしていきたいと思いま
す。今年もひたすら走ります！！ 
 
 

 

 

http://www.kasuga-soccer/


 

 

【6 年生チャレンジ】 
◇東北電力杯 
12/13・14 会場：かきざき 
【ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日】 

予選グループ C 1 位 
1-0 直江津 SSS 
5-1 FC妙高 

5-0J's avance 
決勝リーグ A 2 位 

3-2 高田 SSS 

4-1 FC新井 
3-0 西頸 BW 
3-6 春日 SSS 

3 位決定戦 
2-6 糸魚川 JSC 

ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 4 位 
【春日 SSS】 
予選グループ E 1 位 

11-0 FC高志 

5-2 浦川原 
16-0 吉川 

決勝リーグ A 1 位 

5-0 高田 SSS 
7-2 FC新井 
6-3 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 

5-1 西頸 BW 
決勝戦 

7-0 FC頸城 

春日 SSS準優勝 
県大会出場！！ 

◇高円宮杯北信越大会 

11/15 会場：能登島グランド 

2-3 スクエア富山（1 回戦敗退） 

◇新潟県ＣＹサッカーU13 大会 
11/22・23 会場：長岡ニュータウン 

予選リーグＧ 1位 

2-1巻ＳＣ  7-0 フリーダム新潟 

1-0 ジェス新潟東 

11/30 会場：刈羽ぴあパーク 

1 位グループトーナメント 

2-1 アルビ新潟 

◇第２５回北信越ＣＹサッカー 
(U-14)新人フェスティバル 

10/22・23 会場：白馬切久保第 2Ｇ 

G1 リーグ 1 位 

2-0 南長野 SC 0-1 金沢 SC 

3-1 武生ＦＣ 

E2 リーグ 2位 

3-2 SOUTHERN 7-0 諏訪 FC 

1-2 エヌスタイル 

◇2014 NiCY 新人戦(Ｕ-１４) 
9/13・14 会場：グランセナ B 

2 次リーグ上位グループＨ 

6-2 くびき野 FC 

4-0ＴＯＹＯＳＡＫＡ ＦＣ 

9/20・21 会場：グリーンピア津南 

順位決定トーナメン 7位 

2-0 エスプリ長岡 

1-1 長岡ＪＹＦＣ（ＰＫ1-4） 

1-1 アルビレックス柏崎（ＰＫ3-5） 

 

 

元気なお母さんを募集しています！ 
子供の応援だけじゃ物足りない。私も

動いてみたいな。そんなお母さん！私

たちと一緒にフットサルをやってみませ

んか？経験がなくても大丈夫です＾-＾ 

詳しくは、事務局までお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆試合結果（一部）☆☆☆ 

 

みなさんご利用ください！！ 
シザーハンズ✄０２５-５２６-８９９９ 

モスバーガー 
高田店 ０２５-５２１-５２８２ 

直江津店 ０２５-５４４-６７６７ 

 

【6・5 年生チャレンジ】 

◇大小治杯 
11/24 会場：五泉 
予選 1位 

3-0 豊照 
1-1 希望ケ丘 
4-3 柏崎イレブン 

決勝戦 

2-3 レオネス長岡 

春日 SSS準優勝 

【5 年生チャレンジ】 
◇センゴクカップ 
11/15 会場： 
予選リーグ 1 位 

7-0 下之条 
2-2 軽井沢  

決勝 

1-6 戸上 FC 

春日 SSS 準優勝 
８年連続出場で感謝状を
頂きました。 
 

スポーツ安全保険 
けがで病院に行った時は事務局へ 

お知らせ下さい。 
①名前 ②けがをした日時 ③場所（住所・施設名

等）④事故の状況（何をしていて、何が原因で、どの

ようになったのか）⑤けがの部位 ⑥傷病名 

⑦医療機関名   

遠征の際は保険証の控えを持参してください 

 

春日 SSS 

上越春日 FC 

上越春日ＦＣ卒団生の活躍 

春日サッカーを卒業していった先輩たちも新たなステージで頑張ってい

ます。今年も先輩たちの活躍から目が離せません＾-＾ 

◇小菅雷樹選手（Ｈ25 年卒団） 

新潟西高校に在籍し、新潟県代表として長崎がんばらんば国体に出場し

ました。新潟県は全国ベスト 4 に入りました。 

◇下鳥佑稀選手（Ｈ23 年卒団）・下鳥あとむ選手（Ｈ24 年卒団） 

2 人が在籍する富山県水橋高校は全国高校サッカー選手権の富山県予

選大会で優勝！！ 1 月 2 日の全国大会で日本一を目指します。 

 

◇バーモントカップ県大会 
11/8・9会場：かきざきドーム 
予選リーグ 2位  

0-8 セレッソ桜ヶ丘 

5-4 セントヴィゴーレ WEST 
フェニックスリーグ 

3-4 エルオゥロ UK 

4-1 アルビレックス新潟 

春日 SSS 県 7 位 

 

エンジョイ関東ツアーに行ってきました（＾＾）（スタッフ：清野，山岸(弥)  団員:18 名参加) 

11 月 29・30 日にエンジョイクラス(4～6 年生)で、関東ツアーに行ってきました。 

今年は J リ－グのキックオフが夕方からだったため、サッカーミュージアムを見

学、KAMO ショップで買い物をして横浜日産スタジアムへ。(サッカーミュージア

ムの FBにも載せてもらいました。) 

今年もＪ１リーグ「横浜マリノスｖｓアルビレックス新潟」を観戦。夜は横浜中華街

で夕食、中華料理を沢山いただき、旅館へ。 

２日目は、スカイツリ－、浅草寺を見学しました。(スカイツリ－の高さに感動。で

も、写真を撮るのが難しい(^^; ) 

Ｊリーグ観戦では、試合が始まってもおしゃべりに夢中だった子供達も、試合が

進みにつれて試合に夢中になっていた。(やっぱりサッカ－が好きなんだなぁ♪) 

今年は人数も過去最高に多く、色々ハプニングがあり大変でしたが、無事に帰

ってこられてホッとしています。 

一つ嬉しいことがありました。スタジアムに向かう電車内で年配の方に話しかけ

られ会話していた子供達。その時の返事や受け答えがしっかりしていると、話し

かけられた年配の方が凄く感心され褒められていました。そんな彼等を見て、

誇らしく感じ嬉しかったです。 

 

※春日山杯は春日サッカーとＦＣ高志
が主催の大会です。保護者の皆様のご
協力をお願い致します。 

 

 
サッカーミュージアムにて記念写真 

 


