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私の夢
─ 全国スポーツ少年大会をいま一度 ─
秋田県スポーツ少年団
本部長

福

原

幸

成

「福原君、最近のスポ少は元気がないじゃないか、私は全国大会を２回やったが、君たちはその後やって
ないじゃないか」とハッパをかけられた。10 年前に 98 才で亡くなられ 24 年間本県スポーツ少年団の本部
長を務められた故大野米蔵先生の言葉である。亡くなられる２ヶ月前のことであった。
今でも鮮明に思い出される。以来私にとって全国大会開催は夢であり、先生の遺言であり、至上命令と思っ
てきた。当時の記録を見ると本県での全国大会は昭和 49 年 (1974) 第 12 回 788 名、昭和 57 年 (1982) 第
20 回 542 名が参加し、旧田沢湖青少年スポーツセンターを会場に盛大に開催された。
地域の特性を生かした郷土色あふれるプログラムと豊かな大自然の中で「自然と躍動のハーモニー」「燃
えよ太陽、輝け若葉」をテーマに、全国から注目を集めた大会であった。特に大会の裏方として、ドイツ派
遣 OB を中心として結成された「若葉会」の活躍は目覚ましく、参加した指導者から高い評価をいただいた、
とある。
全国大会は現在、全国を３地区に分け（東・中・西）輪番制で開催され、次の東地区は令和６年 (2024)
の予定である。チャンス到来です。
私は行政当局をはじめ関係者と協議し、皆さんの理解と協力をいただきながら誘致のためのアクションを
起こしたいと考えます。
よろしくご賛同いただければ幸いです。
私は全国大会開催に当たっては本県スポーツ少年団の組織基盤の再構築はもとより、高齢化時代の若手指
導者の確保と資質向上、少子化時代のリーダー育成とリーダー会の充実は特に重要であり、不可欠であり、
急務と考えます。
しかしこれら解決には一朝一夕ではできません。ここはスポ少関係者が心をひとつに取り組むことです。
次に来る後輩たちに引き継ぐ為にやらねばならない責任であると思います。
終りに、昨年は新型コロナウイルスに翻弄された１年でありましたが、県本部としては「活動ガイドライ
ン」を作成し感染予防をお願いしてきましたが、大きなクラスターも発生することなくやってこれたことは、
皆様の協力のお蔭と心から感謝申し上げます。今後とも「３密」の回避、手洗い消毒の徹底、マスクの着用
など感染予防対策をよろしくお願いします。
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日本スポーツ少年団顕彰・秋田県スポーツ少年団表彰
日本スポーツ少年団より功績のあった市町村スポーツ少年団２団体と、登録指導者６名に贈られる賞で、伝達された。
また、秋田県スポーツ少年団では、功労者９名、優秀指導者６名、優秀単位団７団体、優秀母集団５団体を表彰した。
●期

日

11 月 12 日（木）

●会

場

秋田ビューホテル

令和元年度秋田県スポーツ少年団表彰

令和元年度日本スポーツ少年団顕彰
◎市町村
五城目町スポーツ少年団
湯沢市スポーツ少年団

◎功労者
本間金男（秋田市）、中川
福田鉄生（横手市）、武田

隆（秋田市）、畑山悦雄（能代市）
晋（大館市）、海沼知行（鹿角市）

鈴木勝敏（潟上市）、佐々木 康（にかほ市）、伊藤弘子（八郎潟町）

◎指導者
松岡伸幸（大仙市）、青﨑雅子（秋田市）
七尾 實（秋田市）、七尾美保子（秋田市）
沢屋隆世（大仙市）、戸塚徳廣（潟上市）
◎退任感謝状
國松正明（にかほ市）、
（故）佐藤昭二（大館市）
（故）笹島昭治（大館市）

◎優秀指導者
柳原昌宏（秋田市）、櫻田
松下

浩（秋田市）、梅田秀一（能代市）

健（大館市）、北林孝男（大館市）、武藤

睦（大仙市）

◎優秀単位団
桜野球スポーツ少年団（秋田市）
港北ソフトテニススポーツ少年団（秋田市）
泉複合スポーツ少年団（秋田市）
御所野剣道スポーツ少年団（秋田市）
本由エアアタックスポーツ少年団（由利本荘市）
太田秀心館空手道スポーツ少年団（大仙市）
花館サッカースポーツ少年団（大仙市）
◎優秀母集団
渟西小クラブスポーツ少年団親の会（能代市）
浅内スポーツ少年団父母の会（能代市）
渟南レジェンドスポーツ少年団親の会（能代市）
渟南フェアリーウイングススポーツ少年団親の会（能代市）
本由エアアタックスポーツ少年団（由利本荘市）

市町村スポーツ少年団本部長会議
●期日：11月12日（木） ●会場：秋田ビューホテル
県内25市町村のスポーツ少年団本部長が一堂に会して11月12
日、「令和２年度秋田県スポーツ少年団市町村本部長会議」が秋田
ビューホテルで開かれました。本部長会議は、当面する課題の克服
に向けて協議しながら、スポーツ少年団活動の一層の充実を図るこ
とを目的に毎年開催しているものです。
当日は、今年度の登録状況や今後の事業見通し、新型コロナウイ
ルス感染症対策として「非接触式電子温度計」を全単位団に支給す
ることなどについて承認を得たほかに、「コロナ禍におけるスポー
ツ少年団活動の課題・対応策について」のテーマで協議・情報交換
を行いました。
協議・情報交換では、「活動ガイドライン」に沿った感染症対策
を十分に行いながら、徐々に事業等を再開した事例が報告されるな
ど、熱心な意見交換が行われました。
※「スポーツ少年秋田」は、ホームページ（http：//www.akitaikyo.or.jp）でもご覧いただけます。
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第43回秋田県スポーツ少年団（競技別）交流大会

●ラグビー
9月26日～27日
（大潟村ラグビー場）
●参加数 11団、284名
●スキージャンプ
2月11日
（花輪スキー場）
●参加数 12名
秋田県スポーツ少年団（競技別）交流大会の下記競技は、新
型コロナウイルスの感染リスクなどを考慮し、中止となりまし
た。
●サッカー 6月13日～14日
●バレーボール
●野球
●柔道
●スキークロスカントリー
2月20日～21日
（たざわ湖スキー場）
●参加数 138名

●卓球

8月1日～2日

8月15日～18日
9月12日
11月28日

●ミニバスケットボール 1月4日～7日
●スキー
（アルペン） 2月11日

スポーツ少年秋田 第79号
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私
私 た
た ち
ち の
の 団
団

各団の一行目は団名（市町村）、種目、団員数（学年）、活動場所、代表指導者
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スポーツ少年団を支える指導者・育成母集団の声

スポーツ少年団指導と良寛さん
能代ドリームスターズ

土

崎

博

之

バレーボールを指導していて、ふと、「鞠つき」や
「かくれんぼ」を子供達と一緒に遊んだ良寛さんを思
い起こすことがある。そんな時は決まって子供達から
感動や感銘を受け嬉しくなった時である。
良寛さんは仏の教えに従い、貧しさゆえこの先過酷
な運命が待っている子供達を親の代わりに面倒を見よ
う（利行）としたかもしれないが、それ以上に現実を
超えたところで子供達と同じ純真な心で、同じ立場
で、子供達と一緒に遊びを楽しんだ人です。
この里で手まりつきつつ子供らと
遊ぶ春日は暮れずともよし
スポーツ少年団指導の現場では必ずしも良寛さんの
ようにいかないが、せめて、変わることが出来ずん悩
んでいる子どもや自分の子しか見えない親がいたら良
寛さんのように優しくいたわる言葉(愛語)をかけてや
りたいと思う。そして、「指導してやる」とは違う考
え方を持ちたいとも思っている。

今年度の活躍
八郎潟町ソフトテニススポーツ少年団

親の会 会長 土 橋 隆 之
スポ少でのソフトテニスは、ダブルスによる個人戦
がほとんどです。その為、時には同じスポ少どうしで
戦わなければなりません。お互いに応援することも出
来ず、無言の観客席に子供たちが打つボールの音だけ
が響き渡る何とも言えない緊張感と、試合終了後の
ほっとする感じは何度経験しても慣れません。
個人戦がほとんどですが、団体戦による市町村対抗
大会が年に一度開催され、６年生チームが見事優勝し
ました。普段は敵として戦う子供たちですが気持ちを
一つに試合に向かう姿はとてもいいものでした。
今年度はコロナウィルスにより、練習の自粛や大会
の中止など、思うような活動ができませんでした。中
でも夏の全国大会は子供たちの一番の目標となる大会
です。男女各２ペアずつ出場を決めていましたが、中
止になってしまいとても残念でなりませんでした。
ソフトテニスは生涯続けられるスポーツといわれて
います。今の状態がいつまで続くのかわかりませんが
子供たちにはこれからも、目標に向かって頑張って、
思いっきり楽しんでほしいと思います。
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秋田県スポーツ少年団登録規程内規の改定について
新型コロナウイルス禍により、令和２年度スタートコー
チ（スポーツ少年団）養成講習会が中止となった影響で、令
和３年度のスポーツ少年団登録手続き時に、
「スポーツ少年
団の理念を学んだ指導者」を２名以上登録できない単位ス
ポーツ少年団が発生し得る状況が考えられます。このこと
から〔※１〕、本内規に附則として、
「令和３年度に限り、全て
の更新登録単位スポーツ少年団を対象に、スポーツ少年団
の理念を学んだ登録指導者が１名または０名の場合でも更
新登録することを可能とする」旨を定めることが承認され
ました。
ただし、その場合、登録者（指導者、役員およびスタッフ）
のうち少なくとも１名〔※２〕、または２名〔※３〕が、令和３

〔※２〕：令和３年度登録時において「スポーツ少年団の
理念を学んだ登録指導者」が１名の場合
〔※３〕：令和３年度登録時において「スポーツ少年団の
理念を学んだ登録指導者」
がいない
（０名の）
場合

スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会
新型コロナウイルスの影響で、令和２年度に開催できな
かったスタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会を令
和３年度は下記の通り予定しております。１日講習で、各
コース定員50名となります。
また、資格の認定は次年度となりますので、早めの資格
取得の準備をお願いします。

令和３年度実施予定日
期 日
７/17
10/16
10/30
11/６
11/13

年度にスタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会を修了
する必要があることとしています。
改定となりました規程は、ホームページには４月に掲載
しますのでご確認ください。

場
所
秋田市（秋田市文化会館）
秋田市（秋田市文化会館）
秋田市（秋田市文化会館）
大仙市（大曲交流センター）
能代市（能代市総合体育館）

〔※１〕：令和２年度スタートコーチ（スポーツ少年団）養

訃

成講習会の実施を中止としたことに伴い、本来
であれば令和２年度に当該講習会を修了した指
導者をもって令和３年度に更新登録を行う予定
であった単位スポーツ少年団が、更新登録でき
なくなることが生じ得る。このため、当該単位ス
ポーツ少年団を救済する特別措置を設ける必要
がある。

編│集│後│記

大会でシュートが入った時の気持
ち良さ、仲間と力を合わせて試合に

勝った時のうれしさは、35 年ほどたった今でも覚えていま
す。負けた時は泣くほど悔しかったことも。それほどスポー
ツ少年団時代の大会は待ち遠しかったし、わくわくしたし、
いろいろな体験ができる場でした。
そうした貴重な機会が、2020 年度は大幅に制限されまし
た。新型コロナウイルスの感染拡大で各種大会が軒並み中
止となったためです。大会を経験すれば「勝つと楽しい」
「緊
張して練習通りにできなかった」
「もっと頑張らなきゃ」
「中
学校でも続けよう」などいろいろな気持ちが湧いてきたで
しょう。その後の人生におけるスポーツとの向き合い方の
指針の一つになり得たと思われ、残念でなりません。
同じ悔しい思いを味わった運動部の中学生や高校生に送
る励ましのメッセージが昨夏、秋田魁新報に掲載されまし
た。県内外、老若男女からの温かい言葉に元気づけられた選
手は多いと思います。スポーツ少年団員にも通じる部分が
あるので、一部を紹介します。
＜悔しさや困難を乗り越えた分だけ、必ず人は強く大き
くなります＞

報

秋田県スポーツ少年団顧問、元本部長
伏見 晃一 氏 令和３年１月25日 ご逝去
秋田県スポーツ少年団常任顧問
小笠原直樹 氏 令和３年３月３日 ご逝去
永年にわたり、本県スポーツの発展、振興に寄与さ
れました。
ご功績を称え、謹んでご冥福をお祈りいたします。

＜今を通過点とし、スポーツを楽しむ気持ちを何より大
切に＞
＜かつて野球少年でした。仲間と出会えて喜んだり、悔し
がったり、考えたりしてきた時間が宝物＞
＜やめることと楽をすることはいつでもできる。ぜひ困
難な道を選び、人間的に成長して＞
＜スポーツの一番の魅力は人との交流。つながりを大切に＞
＜健康で当たり前、スポーツに打ち込めて当たり前。そん
な日常がいかに大切で幸せであるかを知ったと思います。
日常の価値を分かった皆さんなら、自分の価値を高められ
ます＞

◇

◇

◇

春になりました。
残念ながら、新型コロナの感染は収まっていませんが、予
防には慣れてきたのではないでしょうか。大会も感染対策
を講じた上で、徐々に開かれるようになっています。
１年延期された東京五輪が迫ってきました。開催されれ
ば、世界最高峰の競技に多くの子どもたちが刺激を受ける
ことでしょう。そうして生まれた興味に、しっかり応えられ
るスポーツ少年団でありたいと思う五輪イヤーです。
広報普及部

※「スポーツ少年秋田」は、ホームページ（http：//www.akitaikyo.or.jp）でもご覧いただけます。
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