平成二十七年度の育成会だよ
りも準備が整いまして、第二号を
発行する運びとなりました。
区民の皆様のお手元に届く頃
には、メンバーも刷新されて、活
動に入っているころと思われま
す。クリスマス会、ボーリング大
会のことを主体に、子供たちの感
想を書いていただきましたので、
読んでいただき、今後の育成会活
動に、ご理解ご協力をよろしくお
願い致します。

九月二十七日（日）
子供相撲大会（祭事会主催）

回 覧
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育成会（おでん屋さん）

育成会（ボンボン・風船工房）

育成会（ポップコーン）

二人ともがんばれ

私も将来がんばるよ・・・

十月十八日（日）
「はーとふるコンサート」

十一月八日（日）
資源回収
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ぼくがクリスマス会で楽しかった
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楽しかったクリスマス会

十二月六日（日）
クリスマス会（ＰＴＡ主催）

ざいました

小雨の中、ご協力ありがとうご
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「はーとふるコンサート」の感想

時間を忘れ聞き入ってしまいました。

スと幅広いジャンルの演奏に、我々も

平成二十八年度も皆さんに感動し

ていただける講演会を考えていき ことは、ビンゴとリース作りです。ビ

３年 宮本 あすか
バイオリンをひくところがかっこよ

ますので、乞うご期待・・・

「じょうねつ大陸」が、はくりょくあ

しかったです。

ンゴはけっこうはやく、ビンゴになっ

かったです。

ってじょうねつてきでした。

中学生お兄さんたちの特別参加

一月十日（日）
どんど焼き（祭事会主催）

一月二十三日（土）
親子ボーリング大会
アピナボウルにて
児童４５名・保護者６名

ボーリング大会に参加して
三年 佐藤 美優

の人の商品は、チキンラーメンのカップラ た。ですが、途中でその人がカーブの練習 一つ目は、長野市大会のことです。理由は

ーメンの１２個入りで、たくさんもらった をし出して、何度も失敗を繰り返し、一気 、ぼく達が目指していたのは、長野市大会

の結果、その人がランク外に落ちて、僕が ずっと練習をしていました。そして、つい

一月二十三日に、ボーリング大会をやりま のでうれしかったですが、その日は歩いて に点数の差が大きくなっていきました。そ で優勝することでした。そのために春から
した。チームは兄弟三人でした。ボーリン 帰ったので、少しはずかしかったです。

グ大会のと中でスペアをとったときにお このボーリング大会で、友達といっしょに １位をとってしまいました。もっとその人 に長野市大会の日がきました。でも、ぼく

兄ちゃんとおかあさんでタッチをして楽 人を応援するという事を、あらためて良い といい戦いがしたかったな～と思いまし は大会の日の朝に朝ごはんを食べなくて

台なしで、できました。少しらくになって ばりたいです。

ったけど、本番はやるきが出てきてすべり 来年も参加するので、一位をねらってがん

ときは力がなかったのですべり台をつか らも続けてほしいです。

ったのでうれしかったです。れんしゅうの うのはとても良い事だと思うので、これか

ったので今年は一いになれると思わなか たです。なので、こういう機会があるとい ったと思いました。

２つ目は、コーチの地ごくのノックです。

だと思いました。

した。朝ごはんを食べるということが大事

てもチームにめいわくをかけてしまいま

出られませんでした。その時ぼくは、とっ

いが悪くなってしまい、その日の試合は、

しかったです。きょ年は、一いになれなか 事だなと感じることが出来たので良かっ た。それでも、友達と楽しめたので、よか 大会にいってしまったため練習中にぐあ

よかったです。来年も、一いになるために

のが難しくとにかくきついです。だから、

ボールが捕れるとうれしいです。

次に、かんとくへ、野球を知らないぼくだ

ったけど打ち方やなげ方や捕り方、わかり

やすく教えてくれてありがとうございま

した。そして、父母毎週弁当を作ってくれ

たり大会場などにおくってくれたりおう

えんにきてくれてありがとう。

ないし、ボールの持ち方も知らなかったけ と、大切な仲間とであえたこと、応えんし

りからです。始めたころは、ルールも知ら て、かんとく・コーチに教えてもらったこ

ぼくが、野球を始めたのは、３年生の終わ 最後に会エース・おんべ川少年野球に入っ

羽入田 日向

「６年間の思い出」

会公民館にて

二月七日（土）
少年野球卒団式

コーチのノックは、打球も速いし球を捕る

中学一年 佐藤 拓実

ボーリング大会に参加して

がんばります。

ボーリング大会に参加して
五年 輿 葉衣根
ボーリング大会さんかしてみて、友達とい

４つのクラスに分かれ３ゲームの っしょに、楽しい思い出をつくる事が出来
総得点で競いました。参加した子ど ました。
もさんの「ストライク」
・
「スペア」に いっしょにボーリングをした人は、小林楓
対してのハイタッチ・歓声に、その姿 ちゃんと小林いぶき君です。その２人とい
を見ていた私たち役員・保護者の方 っしょに、だれがストライクやスペアを出

しおしいところでだめだったら、「おしい。
」

も、ほのぼのした楽しいひと時を過ご したら「やったー。」などと喜んだり、も
すことが出来ました。

と声をかけてやりました。私は、ストライ

ク５回とスペア３回で、３４７点でした。 一月二十三日、土曜日に、アルピコボウル ど、練習をするうちにだんだんとルールな てくれたかぞく、たくさんの人に感謝でい

各クラスの優勝は次のとおりです。

☆中学生

高学年

：佐藤拓実君

（１３常会）

ちゃんで３位は、りゅうじ君でした。一位 最初は僕と同じ位の点数で続いていまし つあります。

むかってがんばりたいと思います。

：輿葉衣根さん （１２常会） 私は高学年の部で一位でした。２位は、楓 仲間の人がなかなかのボーリングの腕で、 やっていて一番思い出に残ったことが２ いってもくるしいことものりこえて夢に

低学年女子：佐藤美優さん （１３常会） とてもうれしかったです。結果発表では、 ボーリング大会が開かれました。同じ部活 れから３年間ずっとやっています。３年間 出ばかりだったけど、中学に

低学年男子：羽入田七惺君 （１３常会） 去年は、あまり良い点数でなかったので、 篠ノ井店で御幣川地区の人たちが集まり どがわかって野球を好きになりました。そ っぱいです。今は、野球の楽しかった思い

☆小学生
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かんとく・コーチ・保護者のみなさん、こ んどんボールを打ってきました。それでも かんとくはそれでもおしえてくれ、ぼくは こしとれました。コーチが本気になってお くれてやさしかったです。しゅうとくんも
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「少年野球の思い出」

以下の皆、がんばって。

た。するとぜんぜんとれなかったのが、す たくやくんはナイスとかのこえをかけて

ご協力ありがとうございました。

かったけど、ぼくは気合をいれてやりまし んとうにゴロがきて、アウトにできました 一年間育成会活動に

におこられたときなきそうなぐらいこわ っちによってといわれてぼくがよるとほ

かなかできず、気合もでてなくて、コーチ ンドのとき、りゅうじくんもうちょっとそ

うつやつでは、ヘッドスライディングがな い中たくやくんがショートで、ぼくがセカ

と、バックネットを前にコーチがどんどん るようになりました。たくやくんは、しあ

ょっと自信がそのたびにつきました。それ はうれしかったし、次はがんばろうと思え

ってくれたときすごくうれしかったし、ち や次がんばってね。などのことです。ぼく

をとったとき、
「ないすキャッチ！」とい た。あのときどうすればよかったのかなど

ノックがこわかったです。でもはやいゴロ スをすると、いつもこえをかけてくれまし

るのはコーチのノックです。最初はすこし います。池尻くんは、ぼくがしあいで、ミ

。そのほかは、ぼくが思い出にのこってい ぼくは、チームの友だちにもかんしゃして

ぼくはそのことを、今でも感謝しています くやコーチにはすごく感謝していますが、 た。

くなりました。そしてうれしかったです。 れしかったことです。ぼくは試合でかんと かあさん方、本当にありがとうございまし

ムメイトの皆、ありがとう。そして五年生 をはってくれたりしました。ぼくはすぐよ 、ありませんでしたが、ぼくのいちばんう て、いつもおせわになったお父さん方、お

・コーチ・お母さんお父さん、それにチー すると、すぐにひやしたり、バンソウコウ ったです。このあとはこのようなプレーは バイスをしてくれたチームのみんな、そし

を作ってくれて応援してくれました。監督 した。ほかにも、あたったり、ころんだり しました。みんなからほめられてうれしか していつもぼくに声かけてくれたり、アド

をしてくれます。お母さんは毎回、お弁当 ボールがあたると、すぐにひやしてくれま くはこんなプレーがはじめてで、ビックリ をおしえてくれた、かんとく・コーチ、そ

れている中、毎日、野球の送り迎えや応援 にもおせわになりました。ぼくががん面に なりました。とてもうれしかったです。ぼ います。団結力、あきらめないきもちなど

さんとお母さんです。お父さんは仕事で疲 ました。ぼくは試合や練習でお母さんがた 、ゆ月くんが、とってくれたのでアウトに ぼくは野球をやって本当によかったと思

番感謝したいのは僕を支えてくれた、お父 した。かんとくとコーチありがとうござい なげました。ちょっとぼうとうしたけれど てもらっていました。本当にありがとう。

チームメイトに出会えた事です。そして１ はなんとか上から投げれるようになりま グローブに入って、とっさにファーストに もっていたけど、やっぱりぼくが声をかけ

球を初めて１番良かった事は、素晴らしい ーチもくろうしていました。そして、ぼく ッドスライディングしました。そうしたら が同じようになったら、こえかけようとお

血さが、もの凄く伝わりました。でも、野 っぱりぼくは、それもなかなか覚えず、コ ぼくは右がわにゴロがきました。ぼくはヘ 当に感しゃしています。ぼくはチームの人

込まれたと思います。この時、コーチの熱 正しいなげかたをおしえてくれました。や 守りのときです。セカンドをまもっていた さしいひとでした。ぼくはチームの人に本

勝つために出来た精神力が僕の体に刻み はキャッチボールのとき、いつも、一から りました。試合の思い出は、練習じあいの かけしてくれました。そうくんはとてもや

まれた体力と、コーチの厳しい口調に打ち よこなげでした。そのなげかたを、コーチ 。６年生の試合では、いろいろなことがあ ひなたくんもいつもしっぱいすると、こえ

した。その結果、食らいついていく事で生 方を良くおそわりました。ぼくは、すごく がんばりました。ありがとうございました ゆつきくんも同じようにしてくれました。

んなぼくを３年間みすてずみまもってく 僕は必死にボールに食らいついて行きま 少しずつおぼえました。コーチには、投げ しえてくれたのでうまくなろうとぼくは、 アドバイスや、こえかけをしてくれました
れてありがとうございました。

「別れの卒団式」
窪田 壮
ぼくは、４年生の時に野球を始めました。
３年間やってきた中で、楽しい事や嬉しい
事、そして苦しい事もたくさんありました
。その中でも、
１番楽しかった事は、合宿です。合宿では
練習が終わった後に花火や○☓クイズを
やりました。○☓クイズではぼくは全問正
解してものすごい景品をもらいました。花
火では、みんなでワイワイと遊びました。
そして最後は線香花火で締めました。
１番嬉しかった事は、オリンピックスタジ
アムでお父さんからヒットを打った事で
す。これは監督からバットの振り方を教え

てもらった直後に打ったヒットです。ぼく ぼくは４年生の最初のとき会エースおん
は正直言って、こんなに教えてもらってか べ川少年野球に入りました。最初はどうや
ら早く打てるようになるとは思っていま るのかまったくわかりませんでした。でも
せんでした。ヒットが打てた要因は監督の 、６年生の人や、５年生の人や、ぼくの友
素晴らしい指導のおかげでした。バッティ だちが、おしえてくれました。ぼくはとて
ングを教えてくれた監督に、とても感謝し もうれしかったです。そして、かんとくや
ています。１番辛かった事は、コーチの地 コーチ、お母さんがたにとてもおせわにな
獄のノックです。コーチはどんどん速いボ りました。かんとくには、バッティングや
ールを打って来て、そのボールが体に当た 投げ方、まもり方を一から教えてもらいま
り、そんな事もおかまいなしにコーチはど した。でもなかなか覚えられませんでした

