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３１／３月号

ス ポ ー ツ 少 年 団

１月６日に日本ガイシアリーナにおいて、スケート体験教室を実施しました。
名古屋市スケート協会の久野理事長始めスケート協会の指導員４名による指導の
もと、３つのグループに分かれ、楽しくスケート体験が行われました。
指導者・団員を含め３０名が参加し、歩行・転び方・前進等滑りの基本を教えて
頂きました。また、スケート協会の選手による模範演技も鑑賞することができまし
た。

デモンストレーションでは、浦松千聖選手（中
京大中京1年）、政野梨花選手（邦和スケート
クラブ・名古屋市立光城小4年）による、華麗で
優雅な演技に参加者全員が感動しました。
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６歳の息子が初めてスケートを
体験させて頂きました。不慣れな
スケート靴を履いての歩行にとま
どいながらもウキウキわくわく。
いざ１歩リンクの上に踏みだすと、
すぐにすってーんとコケてしまい
…泣いちゃうかなと思っていると
「かあさん！おもしろい！！」と目
をキラキラ輝かせながら話してく
れました。先生方の指導に合わ
せて一生懸命頑張ったり、笑顔
で楽しそうな姿を見て参加してよ
かったなと思いました。4月から
は小学生になります。色んな事
にどんどん挑戦させ、吸収して
いってほしいです。次回のスポー
ツ体験も楽しみにしています。
【一空会・坂本 愛梨可（保護者
様）】

私,スケートをやった事がなく、初心者でした。なので、楽しみの反面不安
がありました。まず始めに靴を貸してもらい、履きました。その時に色んな
人に履き方を教えていて、優しかったです。スケートリンクに入る前に、体
操をして話をして入り、グループごとに分けて教えてもらいました。私がバラ
ンスがなく転んだ時、「大丈夫？」と声をかけてくださり、うれしかったです。
全然ついていけない私達に対し、優しく丁寧に教えてくださり、とてもわかり
やすかったです。私はスケート初心者で分からない事が大変多かったのに、
ゆっくり優しく教えてくださり分かり、すごく楽しく行う事ができました。ありが
とうございました。
【Bond heart・榎戸 理衣】

ぼくはスケートが全然できなくて
困っていました。だけどお姉さんが
丁寧に教えてくださったおかげで、
出来るようになりました。最初はこ
けてから立てなかったんですが、
やさしく教えてくださったので、立て
るようになりました。どうしても、足
を開いちゃうくせがあったけど、
ちょっとずつなおっていきました。こ
れもお姉さんのおかげです。ずっと
こけていたけれど、友達やお姉さ
んがはげましてくれたり、手伝って
くれたおかげでスケートが楽しかっ
たです。ありがとうございました。
【Bond heart・服部 剣】

生まれて初めてのアイス
スケートを、日本ガイシア
リーナでやってきました。
初めてのスケート靴はキ
ツくて痛かったけど、氷の
上は楽しくて痛みやキツさ
は忘れてしまいました。体
験は、３つのグループに
分かれてぼくは、黄色
チームでした。最初に入っ
たときは立てなかったけど、
２回めの練習はふつうに
歩けました。同じグループ
のお兄ちゃんがぼくが何
度もころんだのをいっぱい
助けてくれました。きょう１
日スケートが楽しかったの
で、またやりたいです。
【東山・杉浦 天音】

僕は、生まれて初めてスケートを
しました。最初、僕は「スケートなん
て余裕」と思っていました。ですが、
いざやってみると、とても難しくてこ
けてばかり。氷の上に立つことさえ
できない状態でした。でも、会場の
先生方が優しく、親切に教えてくれ
たので、楽しくかつ素速くすべり方、
技を覚えることができました。体験
中、最初は立つことさえできなかっ
た僕ですが、最後には加速してす
べることができるまで成長していま
した。半日という短い中で学べるこ
とは限られてきますが、それ以上に
たくさん楽しむことができます。ぜひ、
この体験教室に行ってみてください。
ハマること間違いなしです！
【東山・杉浦 伊織】

私は、今回初めてスケート教室に参加し
ました。スケートは初めてだったので、
むずかしいかな」とドキドキしました。けれど、
すべってみたら意外とすべれました。先生
はとてもやさしかったです。グループのみん
なと後ろ向きにすべる練習や、先生と鬼ごっ
こをしました。先生はスケート靴なのにとて
も早くて、みんな転んでいました。お友達が
つかまえて、その後に私がつかまえました。
スケートですべる時間が少なかったので、
もっとすべる時間が多かったらいいのになと
思いました。今年はママとすべれなかった
ので、来年はママとすべりたいです。
【村雲・岩田 純奈】

今回、初めてスケート体験教室
に参加させて頂きました。6歳に
はまだ難しいかな？と思いました
が、スケート靴に履き替え準備運
動をしリンクへ…。全く怖がる事
なくリンクへ入っていったのは驚
きました！案の定みごとに転んで
いましたが、大きいお兄ちゃん、
お姉ちゃん達と同じ事をしようと
必死に頑張って、何度転んでも、
笑顔で立ち上がり滑っていました。
本人も「最初は全然滑れなかっ
たけど、練習したら少しずつでき
るようになって楽しかった！また
やりたい！」と嬉しそうに話してく
れました。親子で素敵な一日を
過ごせました。
【一空会・齋藤 龍聖（保護者
様）】

私は、何回かこのス
ケート教室に参加し
たことがある。しかし、
毎年行っても、なかな
かできなかった。今
回は、氷の上に立つ
のはよかったが、歩
き始めると、すぐにす
べって転んでしまった。
でも、慣れてくると転
ばずにいくようになっ
てきたが、どんどんむ
ずかしくなってしまっ
て、なかなかできな
かったが、とにかく楽
しかった。これも一つ
の思い出だなぁと思
いました。
【村雲・山田 彩乃】
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スケート体験教室に参加して、うれしかっ
たことは２つあります。１つめは、最初ス
ケートリンクに入ったときは、こわがって
壁しか持っていなかったけれど、終わるこ
ろには、ふつうにすべれたことです。練習
の成果がでて、とてもうれしかったし、楽
しかったです。しかも、一回も転ばずに終
われたので、自信がつきました。２つめは、
友達と一緒に練習できたことです。やっぱ
り、知らない子とやるより、親しい友達と
やれた方が楽しいのでよかったなと思い
ました。スポ少は、６年でやめるので、もう
この体験教室はできませんが、これから
も友達をさそって、スケートをやりに行き
たいです。
【村雲・森田 和奏】

私は、ローラースケートが得意なので、氷のスケートも

できると思っていたけど、あまりにもすべりすぎて、うまく
できなかったけど、なれてきてすべるのが楽しくなり、ど

んどん次のがやりたくて、たまらなくなりました。私は、氷
のスケートのおもしろさを知り、また行きたいと思いまし

た。氷のスケートをマスターして、ジャンプ、スピンなども

できるようにしたいと思っています。スケートの教室を教え
てもらった中で、特に転ぶ練習が楽しかった。またスケート
について教えてもらいたいと思った。もう、転ばないように

したい。スケート教室の人たちは上手な人たちが多くいた

ので、その人たちみたいになりたいと思った。絶対、もう
一度いきます。

【Bond heart・犬飼 優菜】

初めてスケートをやったけど意外と上手にできたし、教え
てくれる人が優しくて、覚えやすかったです。
ショーを観れてすごかったし、楽しかったです。スケートは
転んで、痛いだけだと思っていました。でも、思っていたよ
り簡単で時間があっという間に過ぎていったような感じが
しました。ぜひ、また機会があればスケートをやり、ス
ケートのすばらしさや楽しさを感じることができ、とても思
い出になりました。スケート体験教室にまたぜひ参加した
いです。
【Bond heart・前田 弥紅】

ぼくは、１月６日のスケート体験教室
に行きました。スケート体験教室では、
去年よりうまくすべれたので、うれし
かったです。ですが、ひょうたんがへ
たになりました。ブレーキをしようとす
ると、くるくる回転してしまいました。来
年は、回転しないで止まりたいです。
また、スケート教室に行きたいです。
【村雲・北川 晃成】

ぼくは、生まれて初めてスケートをしました。
まずインストラクターの人に転び方を教わり
ました。そのおかげで転んでもこわくはな
かったです。歩き方すべり方を教えてもらい、
すべっては転んで、すべっては転びのくりか
えしでした。でも不思議と落ち込むよりも、お
かしくて笑ってしまいました。結局上手すべ
れず終わり、もう一度スケートにいきました。
教えてもらったことを思い出し、いっぱい練
習してすべれるようになりました。うれしかっ
たです。優しく教えてくれて、ありがとうござ
いました。また、スケート教室参加したいで
す。 【Bond heart・宮代 知明】



＜滝ノ水　スポーツ少年団＞

設　　立　：　平成1０年４月

活動種目：　卓球

団 員 数 ：  男子　　1０名　　　　女子　　６名　　　　合計　１６名　　　　

活動場所：　名古屋市立滝ノ水小学校

活動日時：　毎週月・水曜日　午後６:００～９:００

入団条件：　保護者による送迎が必要

団の特色：「お願いします。」「ありがとうございました。」等々の 

あいさつをしっかりとし、礼儀を大事に指導しています。

卓球を通して、子どもたちの身体、心の健全な育成を目指して活動しています。
代 表 者：　藤吉　純一　（TEL/FAX　０５２－８７６－４６２１　   ）

＜Ｂｏｎｄ　ｈｅａｒｔ　スポーツ少年団＞

設　　立　：　平成２９年４月

活動種目：　バレーボール

団 員 数 ：　男子　１６名　　　　女子　　２７名　　　　合計　４３名　　　　

活動場所：　名古屋市立穂波小学校

活動日時：　毎月第１・３・５土曜日

入団条件：　バレーに興味がある子

団の特色：　現在、小学１年生から高校生まで幅広い年齢層の団員が集まり、

　 　年齢の壁をこえ、楽しく練習に励んでいます。「思いやりの心でボールをつなぐ」

　「仲間を信じて全力プレイ」をモットーに、バレーボールを通して挨拶やチームの団結心、感謝の気持ちを育み、

　心身ともに成長できるチームを目指しています。
代 表 者：　藤原　美佐代　（TEL/FAX　０５２－８１１－５７３０）

 ドイツの国の文化や
 スポーツ少年団の活動
 に触れることが
 できました。

白鳥ライジング　スポーツ少年団
第４０回愛知県スポーツ少年団軟式野球交流大会　優勝
第４０回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会東海大会

第三位
鍾念道場　スポーツ少年団
第４１回愛知県スポーツ少年団剣道交流大会　団体の部　優勝
第４１回全国スポーツ少年団剣道交流大会全国大会出場

鳴東VBCスポーツ少年団
第１６回愛知県スポーツ少年団バレーボール交流大会

男子・優勝　　　女子・第三位
第３０回東海ブロックスポーツ少年団競技別交流大会(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技）兼
第１６回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会東海ブロック予選会　男子・準優勝

平成３１年度　スポーツ少年団登録更新手続き（Web登録）

・３月中に日本スポーツ少年団から登録更新に関するハガキが届きます。
中面に記載されているユーザー名・パスワードを使用して、

スポーツ少年団登録システム（https://www.jjsa-entry.jp）にログインしてください。
・団の基本情報、指導者、団員の情報を修正・入力後名古屋市スポーツ少年団登録申請をしてください。 
受理後、登録料を名古屋市スポーツ少年団事務局へ持参・納入してください。 

※６月２８日（金）締切。
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単位団紹介コーナー

お知らせ

祝


