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2018 年 5 月 15 日（晴れ）第 42 回例会

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 吉田会員
◇ロータリーソング「奉仕の理想」
◇本日のランチ
和定食

会員数 123 名

列席 93 名

◇奨学金の授与
米山記念奨学生  
チョンセンチャン

幹事報告
ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇宇都宮サッカー協会
４種強化委員長 斉藤享介様（卓話講師）
◇米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。日曜日に足利でローター
アクトの地区大会がございましたので行って参り
ました。他の地区のローターアクターも来まして、
70 ～ 80 名ほどで盛大に開催され、いろいろな研
修や発表等がありました。他地区の状況等を聞い
てみますと、県に７～８つのローターアクトがあ
り、80 名位が活動していると聞きました。会費も、
特に高くとっているというわけではなく、年間 30
万円か 40 万円の補助がクラブから出ているという
話も聞きました。いろいろな意味で、クラブから
もお金を出して、活動を前向きに出来るような部
分も作っていかなければならないのかなと思いま
した。現状は人数が厳しく、先日もローターアク
ターがきまして皆様に募集のお願いをしましたが、
なんとかご協力をお願いいたします。また、今度
の会長幹事会では、第３グループの方にローター
アクターの推薦をお願いしようと考えております。
◇Ｒ財団よりクリスタル＆記念品の贈呈
髙野藤房会員が寄付累計 10,000 ドルに達し、メ
ジャードナー（大口寄付者）となったことによる。
◇（Ｒ）米山記念奨学会より表彰
＜米山功労者＞ マルチプル
渡邉有規会員（１回目）

出席率 81.98%

カムニーサイ君

    

片嶋幹事

◇ 2018-19 年度のロータリー手帳が届きました。
受付にありますので、希望者はお持ち下さい。
◇親睦趣味の会の事業報告書をまだ出されていな
いクラブは提出をお願いします。

委員会報告
◇親睦委員会
黒澤委員長
＜誕生祝い・５月＞
会員誕生
船田 錄平、蜂須賀 勲、長谷川恭弘、
平野 利一、石川 元信、片嶋 常隆、
長野 榮夫、大武 功治、大塚 宏一、
螺良 昭人、塚越 淳史、横堀
学
各会員
夫人誕生
船田 錄平、細谷 俊夫、飯泉 修一、
小林 正明、小菅 庸二、黒澤 佳樹、
大武 功治、太城 敏之、山下 大介
各会員の奥様
◇出席委員会
石川委員
＜皆出席表彰・４月分＞
連続 23 年 片山 幸志会員
連続 ８年 松山
栄会員
通算 ８年 入江
武会員
連続 ７年 黒澤 佳樹会員
連続 ６年 吉高神 渡会員
連続 ６年 塚越 淳史会員
◇米山記念奨学会委員会
渡邉（有）委員長
米山特別寄付のご協力をお願いいたします。

◇次年度幹事 手塚幹事より
・本日18時30分～ ホテルニューイタヤにて次
年度理事役員会開催。
・５月20日（日）午前９時～河内総合運動公園
内野球場にて野球試合有り。応援よろしく。
◇公共イメージ委員会
辻委員長
鳳山西區扶輪社歓迎例会のＤＶＤが出来ま
した。受付にありますので、希望者はお持ち
下さい。
轟会員の映像企画ヴィビット作成のもので、
素晴らしい仕上がりになっています。
◇細則検討委員会
事務局 小林（正）委員
本日例会後、第２回細則検討委員会開催。
◇スマイルボックス委員会
金子委員
渡邉有規会員
私共で設計デザインをお手伝いさせていた
だきましたエルム福祉会の建物が５月 16 日
ＰＭ 11：00 よりＥテレにて 30 分出ますので
よろしければ見て下さい。140 年前の木造校
舎を改装しました。

卓

話

「ゴールデンエイジに捧げる

プレーヤーズファースト」

宇都宮サッカー協会 ４種強化委員長

斉藤 享介 様

宇都宮東ＲＣ様には毎年、サッカーを愛する子
ども達への商品のご提供、誠にありがとうござい
ます。本日は、プレーヤーズファースト（選手を
優先する）と題しましてお話いたします。
－資料をもとに説明―
ゴールデンエイジというのは、約 10 歳から 12
歳の自分の感情を親にも伝えられる時期の子供達
を対象に、日本サッカー協会が決めたものです。
プレーヤーズファーストが最近かなり重視され、
そうした子ども達、選手に対して我々がどういう
ことが出来るかということが理念にあります。
始めに、サッカーを支える仕組みについてお話
します。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）はＦＩＦ
Ａワールドカップ、オリンピック等、世界の大会
を取り仕切っています。次に日本サッカー協会は
Ｊ１、Ｊ２の運営及び日本代表の選考等をしてお
ります。その下に、栃木県サッカー協会がありま

す。全日本大会に関する予選、１種から４種。１
種は大人、２種は高校生、３種は中学生、４種は
小学生になるかと思います。国体選手を選考し
たり、全日本、日本に関することの役割を栃木
県、地域が受け賜わっています。その下に、宇都
宮サッカー協会＝宇都宮少年サッカー連盟が所属
しています。宇都宮少年サッカー連盟は、４種の
Ｕ 12 以下の選手の競技の企画、運営、全日本の
予選等に携わっています。ＦＩＦＡワールドカッ
プ、オリンピック、ＦＩＦＡワールドユース、Ｆ
ＩＦＡＵ－ 17 は全部世界選手権が行なわれていま
す。管轄は日本サッカー協会＝国際サッカー連盟
です。そこに日本代表として行くために、日本で
はナショナルトレセンという場所を設けています。
それでは、トレセン制度（育成システム）につ
いてお話します。「日本が世界のファーストクラ
スと戦うためには何をすれば良いか。」日本サッ
カー協会の最大の目的であるサッカーの普及を果
たすために強化構想として「三位一体の強化策」
を掲げています。「三位一体の強化策」とは、代
表強化、ユース（若年層）育成、指導者育成とい
う３つの部門が同じ知識、情報を持ち、より密
接な関係を保ちながら、選手の強化育成と日本
サッカーのレベルアップを図るというシステムで
す。そして、ユース育成の中心的役割を果たして
いるのが、「トレセン制度」です。これは、日本
サッカー協会が掲げる、将来日本代表となる優秀
な素材を発掘し、良い環境、良い指導を与えるこ
とを目的として始まった制度です。20 数年を経て、
多くの若手育成、発掘をしています。世界に通じ
る国でありたい、という理念がここに反映されて
おります。
日本サッカー協会は、トレーニングセンター
を設けて、「世界」を基準に抽出された日本サッ
カーの課題から、各年代に応じたテーマを設定し
てその課題を克服するために、トレーニングや
レクチャーを行っています。ミッション１から
ミッション 10 まであって、我々はミッション５、
ミッション３というランクに入って、いろいろな
育成の情報をいただいております。指導する立場
のレベルアップの場でもあります。指導ライセン
ス制度というのがあり、Ｓ級～Ｄ級まであります。
Ｓ級がＪ１、Ｊ２など。ワールドカップクラスに
なりますと、フランスに指導者アカデミーという
のがあり、そこに入って教育を受けるとワールド
カップクラスの監督になれるということになるか
と思います。Ａ級はＪＦＬ、地域リーグなどのク
ラスを扱うことが出来ます。Ｂ級は都道府県リー
グレベルの監督なら出来ます。子ども達のランク
を上げるには、指導者のランクも上がらなければ
いけないというシステムになっております。共有
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理解でライセンス制度があるということでご理解
いただきたいと思います。
次に宇都宮トレーニングセンターの強化体制に
ついてご説明いたします。技術委員会と強化委員
会に分かれます。技術委員会ですが、宇都宮ト
レセンＵ－ 12・11・10 があります。北部、中部、
東部、西部、南部、上三川の６地区から推薦を受
けて、宇都宮トレーニングセンターへ出向くこと
ができます。合格した選手が宇都宮トレーニング
センター登録選手という枠組みに入ってきます。
宇都宮トレセンの中から強化指定選手ということ
で、宇都宮の選抜を組んで各市町村と対戦する場
に出向き、交流を図ります。それを行っているの
が宇都宮ＪＦＣ（選抜）という組織になります。
中学トレセンへの推薦や関東選抜参加などがあり
ます。関東選抜はお披露目の場で、一都六県の指
導者が集まり、全日本に繋がる、ナショナルトレ
センに繋がる選手を見させていただいて、ピック
アップをして、上にあげていくという制度になっ
ています。
宇都宮トレセンの役割は、県に繋がるトレセン
選手を推薦する役割もあります。アスリートにな
るべく選手の育成を県におまかせします。県のト
レセンから地域の関東トレセン、その先にはＵ－
12 のナショナルトレセンがあります。私どもの
所属している宇都宮トレセンの指導者は 24 ～ 25
名いますが、皆ライセンスを取得しています。年
に１回、ライセンス取得の更新を受けないと次の
年が見られない、ということになっています。
次に宇都宮の強化指定選手育成制度についてお
話します。テーマを決めて育成を図っています。

トレセンの育成では、練習を通じて個人のスキル
の向上、競技を通して個人のスキルのレベルの確
認の場であることを大前提に、各指導者に指導を
行ってもらいます。今年度のテーマは「チャンス
をつくれ：チャンスをいかせ」です。各学年でも
テーマを決めて練習をしています。指導者のテー
マは「めざせ ベストパートナー」です。
スキルを上げるための競技ということで、その
成果を図る場として宇都宮チャンピオンカップ
サッカー大会があります。これの大きな利点は、
６年生最後の大会ということで、11 人制、大人
用のボール、フィールドも大人用のピッチでやら
せていただいています。今年 24 チーム、県内外
のトレセンチームが出向いています。30 年度は
23 回目になる歴史ある大会です。
今まで述べた育成制度の取り組みで、宇都宮
チャンピオンカップサッカー大会をはじめ、トレ
センの構成、市町村代表、大会を通して各チーム
代表としてのプライドが成し得るプレー、アス
リートに芽生え、明日に向かってさらなる飛躍を
遂げる選手、私達の役割は将来日の丸を付ける選
手を発掘し、栃木県より、宇都宮より、Ｊ２、Ｊ
ＦＡ、地域貢献選手に繋がる選手の育成制度の活
用を前面に打ち出し、指導者の共有理解のもと、
チームとしての勝敗にこだわることなく、個人ス
キルの一対一などの勝ちにこだわり、育成制度に
励みたいと思います。ゴールデンエイジの世代に
プレーヤーファーストを捧げる指導を行ってまい
ります。子供達に指導を通して自ら模範を示す行
動を行ない、頑張って行きたいと思います。

－3－

