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 第１回 JC カップ U-11       
　  少年少女サッカー
   盛岡フェスティバル
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・実施日時　2016年　5月14日（土）　8:30 ～ 16:00
　　　　　　　　　　  5月15日（日）　8:30 ～ 14:30

・会場　　　つなぎ多目的運動場　

・出場チーム　
　　　　月が丘フットボールクラブ　盛岡太田東サッカー少年団
　　　　　ＭＩＲＵＭＡＥ・ＦＣ・Ｚ　ＭＩＲＵＭＡＥ・ＦＣ・Ｙ
　　　　　山岸サッカースポーツ少年団　グルージャ盛岡ジュニア１st
     　　　  グルージャ盛岡ジュニア２nd　雫石町サッカースポーツ少年団
　　　　　盛岡イーストＦＣ　ＲＥＮＵＯＶＥＮＳ ＯＧＡＳＡ ＦＣジュニア
　　　　　向中野ＦＣ１　向中野ＦＣ２　ＦＣＧｒｏｗｓ
　　　　　ジュニア・アントス フットボールクラブ　青山サッカー少年団
　　　　　ゆはずＦＣ

・試合について
    ○予選リーグ： 4チーム×４リーグ（24試合）
　　　　　　　    上位２チームが決勝トーナメント進出 

    ○決勝トーナメント：８チームによるトーナメント戦 　３位決定戦あり

    ○試合時間（予選リーグ及び決勝トーナメント） 
　  予選リーグ　　　：15分（１試合） 　
    決勝トーナメント：15分（前半）＋５分（インターバル）＋15分（後半） 

特 集

「第１回 JCカップ U-11 

　少年少女サッカー

 盛岡フェスティバル」

サッカー大会概要

特集　
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子供たちの輝く姿

　5 月 14 日から 15 日に第 1 回 JC カップＵ－ 11 少
年少女サッカー盛岡フェスティバルが開催されまし
た。
　盛岡青年会議所では、スポーツを通して、心を高め
ることを目標として、団体競技でありますサッカーを
通じて子供たちが豊かな心を持ち、周囲のひととの繋
がりを実感して感謝の心を持つ機会とするべく開催を
いたしました。また、保護者の皆様におかれましては、
子供たちが真剣に勝負に取り組む姿を見守ることで、
青少年育成の重要性を再認識していただきたいと考え
ます。

　より多くの子供たちに団体競技を通した豊かな心を
与えるために、本来小学生の大会では最高学年である
6 年生、12 歳の子供たちが主体となりますが、本大
会では出場する機会が少ないと思われる 5 年生以下、
11 歳以下の子供たちを対象とし、試合に出場し豊か
な心を創る機会を提供いたしました。

　子供たちが、チームの勝利に向かい競い合うことで
より深い心の触れ合いを経験し、豊かな心の醸成に繋
げることを目標としました。

○ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン（ONE 
FOR ALL ALL FOR ONE）の精神
　「一人はみんなのために、みんなは勝利のために」
・チームとして勝利を目指すために必要な精神で、一
人ひとりがチームのために考え行動することで相乗効
果を発揮し、勝利を目指す精神として推奨しました。
チームメイトを理解しようとする姿勢に繋がり、より
深い心の触れ合いの促進に繋げました。

○試合終了後の「礼」について
・試合終了後は勝ち負けに関わらず必ずお互いに「礼」
をし、「ありがとうございました！」と声を掛け合い、
相手に敬意を表し、いい試合をありがとう、戦ってく
れてありがとう、といった相手への感謝の意味が考え
られます。また、共に戦った仲間や支えてくれた家族
など、感謝の対象は他にも考えられます。
　選手一人ひとりが試合終了直後の「礼」の際に「あ
りがとう」の対象を思い浮かべることを推奨すること
で、それぞれの感謝の心に繋げました。

 

特集　
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特集　

  第１回 JC カップ U-11 少年少女 サッカー盛岡フェスティバル 

2 日間の熱戦の結果
優勝チーム　ＭＩＲＵＭＡＥ・ＦＣ・Ｚ
準優勝　　　グルージャ盛岡ジュニア 1st
3 位　　　　ゆはず FC
になりました。優勝チームのＭＩＲＵＭＡＥ・ＦＣ・
Ｚは、予選リーグから決勝リーグまで失点がわずか 1
点でした。鉄壁の守りにより、見事に優勝の栄冠を手
にいれました。

　今後は岩手県大会、東北大会そして全国大会へとス
テージが進んでいきます。県大会からも、対戦相手へ
の敬意を払いながら、盛岡の代表として全力でプレー
することを期待します。また、惜しくも敗退したチー
ムも仲間と切磋琢磨をし、更に強いチームになること
を期待いたします。

第１回 JC カップ U-11 少年少女

サッカー盛岡フェスティバル の風景
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特集　

報告
５月例会

　去る5月14日(土)から5月15日（日）につなぎ多目
的運動場にて、未来の担い手スポーツ推進委員会が
担当する5月例会を「第1回JCカップＵ－11少年少女
サッカー盛岡フェスティバル」を開催致しました。
　5月例会においては、団体競技であるサッカーを通
じて、子供たちが豊かな心を醸成する機会、周囲の人々
との繋がりを実感し感謝の心へと昇華する機会とする
べく企画致しました。
　1日目は、晴天の中、参加16チームが決勝リーグに
進むべく、予選を行いました。どの参加チームも、勝
利を目指して、チーム一丸となりプレーを行っており
ました。残念ながら、負けるチームもございましたが、
敗戦しても「何で負けてしまったのか」をしっかりと
考えて、次戦に繋げれるように試行錯誤している姿も
見られました。このように真剣に勝負に取り組んでい
る姿は、私たち大人たちにも、青少年育成の重要性を
再認識する機会でございました。
　2日目は、決勝リーグが行われました。決勝リーグ
では、予選を勝ち抜いてきたチームだけあり、迫力の
ある試合ばかりでした。また、決勝戦ではこれまでの
試合の疲れも見せずに熱戦が行われました。惜しくも

負けたチームの悔し涙を見たことにより、当事業を本
当に行えてよかったと感じました。
　最後になりますが、例会当日は晴天にも恵まれ、一
生懸命にボールを追いかける子供たちを見てとても嬉
しい気持ちになりました。また参加された子供たちに
も、大会を運営する人、応援してくれる人などの存在
を実感することにより、周囲の人々への感謝の心を醸
成する機会となった例会だったと感じております。
　また、来年もこのような大会が開催されることを期
待いたします。

未来の担い手スポーツ推進委員会委員長　菅原　一法
 

　　　　　　
　

東北ゼミナール委員会　第２講座

　去る４月１６、１７日に東北ゼミナール委員会の第
二講座が福島県南相馬市（原町区）で開催されました。
本講座のテーマは「プロセス構築」であり、初日は
JCI公式トレーナーの山子泰典君より「JCIImpact（行

動する市民として、地域社会に積極的に貢献できるメ
ンバーのために向けられたJCI公式コース）」について
受講をし、地域の課題を解決するためには、調査とニー
ズの的確な分析が重要であり、その上で持続可能なプ
ロジェクトを組む事が必要である事を学びました。
2日目には（一社）原町青年会議所ＯＢで２０１１年
度理事長の田中章広先輩に「課題と解決のプロセス～

３．１１からの歩み～」と題し、福島第一原発から近
郊の土地である南相馬の震災発生当時の様子や、そこ
に発生した地域の緊急的な問題点とその解決方法や、
今もある長期的な課題と、それを克服するビジョンに
ついてご講演をいただきました。
 

　　　　　　東北地区協議会　東北ゼミナール委員会
　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　菊池　聡
　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　　三浦　潤

第１回 JC カップ U-11 少年少女

サッカー盛岡フェスティバル の風景



開催告知

わんぱく相撲盛岡場所　開催告知

　6月19日（日）に第29回わんぱく相撲盛岡場所が
岩手県営武道館相撲場にて行います。
　盛岡青年会議所は身近に行える「相撲」を通じて、
心身の鍛錬を志す子供たちに、その成果を発揮する場
を提供し、目標に向かって頑張るという向上心が競技
を通じて芽生え、そして日本の伝統文化に直接触れ、
礼節や友情を育み、ひとを思いやることの大切さを学
び、道徳心を養うことを目的として、標記の大会を下
記により開催致します。
　ぜひ、子供たちの雄姿をご観戦頂けます様ご案内申
し上げます。

日時           6月19日（日）午前９時３０分開会式
                                           午後３時５０分終了予定
場所            岩手県営武道館相撲場
                                     盛岡市みたけ３丁目２４－１
TEL              019－641－4577

６月例会　開催告知

　6月15日（水）に６月例会～盛岡の未来を構想して
みる～を開催いたします。
　盛岡の未来を構想するうえでまずはこの街の現状を
認識することが必要です。そしてよりよい未来を構想
するためにどう当事者意識を持って考えてもらうかを
テーマにして、クイズやディベートを交えながら進め
ていきたいと思っております。あっ！と思うランキン
グや、そんな事になってたんだ！と気付かされる指数
などとりそろえていきたいと思ってますので皆さまの
ご参加心よりお待ちしております。
   また、一般の方々も参加いただける内容となって 
おりますのでよろしくお願いします。

　　　　　　　未来構想委員会　委員長　土樋　梓　
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開催告知等

参議院議員選挙公開討論会　開催告知
　盛岡青年会議所では2000年より各主要な選挙にお
いて公開討論会を開催してまいりました。この度、参
議院議員選挙の投開票が7月10日（日）に開催される
見込みです。
  当選挙は2015年6月17日に成立した公職選挙法改正
によって、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引
き下げられてから初めての選挙であります。これによ
り若い世代の有権者が増え、日本の将来を背負う若い
世代の意見を、もっと政治に取り入れて行く為にも、
投票率の向上が課題です。今まで選挙権のなかった若
者が有権者となり大きな一票を投じる為の環境と意識
づくりが必要です。そこで若者の有権者をターゲット
に「参議院議員通常選挙岩手選挙区立候補予定者公開
討論会」を行います。
 選挙権を持つ地域住民は、より良い地域社会の実現
を託し投票を行うが、その投票をより実りあるものに
するために政策本位の政治選択が必要不可欠であり、
岩手県民がこれからの国や岩手県のあり方を考えると
ともに、投票率を高くするためにも、国政や県政、そ
して選挙へ関心を高め、メディアからのイメージ判断
ではなく、立候補予定者が掲げる政策や将来像、政治
理念、人物像を直接知ることのできる機会を提供し、
選択の判断材料となる公開討論会を開催いたします。
  ぜひ多くの皆様のご参加をお願い致します。

      
               

　　　　　　　

第2回仮会員オリエンテーション
　　　　　　　　　　～ JCの意義と拡大の重要性～

   6 月 16 日（木）に第 2 回仮会員オリエンテーション～ JC の意義と

拡大の重要性～を開催いたします。

　会員拡大委員会は 2016 年度『Make a Step Together ～豊かな心がま

ちに笑顔 を生む～』のスローガンのもとメンバーの皆様に会員拡大の

重要性を再認識して頂き、LOM 全体 で拡大をしていけるよう運動を展

開してまいります。  つきましては、JC 運動の発信力を高めるために、

JC 運動の意義を理解し、JC の魅力を共有できる機会を提供してまいり

ます。新入会員のみならず、現役メンバーの皆様におかれましても更に 

JC の運動に誇りを持って頂けるような内容となっております。

  今回のオリエンテーションでは、2011 年度に東北地区協議会の会長

を務められました、二本松 青年会議所 OB の高宮光敏先輩を講師にお

迎えし、東日本大震災時の状況のお話を交えながら、様々な経験の中で

感じた『JC の意義』についてご講演頂きます。また、交流会では現役

メンバーの皆様と仮会員の皆様の貴重な懇親の場とし て楽しい設営を

してまいりたいと思います。  ご多用中とは思いますが、奮ってご参加

頂きますよう、お願い申し上げます。  
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・新入会員紹介

新入会員紹介・編集後記

青年太陽バックナンバーは盛岡青年会議所
ホームページにてご覧頂けます！

まずは検索サイトで　盛岡青年会議所　を検索しアクセス！

もしくは　http://www.moriokajc.org/　まで

▼

左側メニューの中から青年太陽をクリック！

▼

2012年度分よりご閲覧頂けます

発行：一般社団法人盛岡青年会議所　理事長　高橋　一仁

編集：総務広報委員会

〒020-0024  岩手県盛岡市菜園１丁目6-3　樋下ビル 4F　TEL 019-651-3778　FAX 019-654-4476

Regain the sun

　４月に釜石に転勤してあっと言う間に２カ月が過ぎてしまいました。釜石、遠野、大槌を駆け回っています。「Ｊ

AYCEE」の一員であるということが、慣れない土地で「強い効力」を発揮する機会が多いです。会社の名刺のほ

かにＪＣの名刺を渡すと「えっ、そうだったの！」と一気に距離が縮まります。盛岡を離れてあらためて、ＪＣ

のありがたさや存在の大きさを感じています。特に遠野は、まちづくりで活躍している多くの方がＪＣのＯＢで、

その方々が中心となって立ち上げた遠野独自のネットワークもあり、私のような転勤族にとっては地域の人とつ

ながる貴重な場になっています。ＪＲ釜石線沿線の釜石―遠野―花巻の横のつながりが強いということも知りま

した。平成初期にこの横でつながるＪＣが一体となってＳＬを招致したこともあるそうで、その当時活動した方々

の心のつながりは今でも強固なようです。

  私は会員２年目でもあり、ほぼ毎月１回、アカデミーで同期の仲間と久

しぶりに再会するのが楽しみです。地域を越えた仲間もでき、未来の郷土

を築くハートのつながりを築いていると感じます。

　普段は盛岡にいないため、委員会や例会になかなか参加できずにいたと

ころ、藤澤平委員長をはじめ、総務広報委員会の皆さまのご好意で、貴重

な紙面に「居場所」をつくっていただきました。これから定期的に釜石、遠野、

大槌の話題を紹介させていただきます。

                                                                                                                   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員会　委員　千葉隆治

編集後記

日の出と釜石観音

新入会員のご案内
ふりがな：さとう　とおる

生年月日：昭和 55 年 1 月 19 日

紹介者：鈴木　美穂　君　　スポンサー：波紫裕司　君　　宮野祐樹　君

勤務先：エクナ株式会社　　業種：OA 機器販売・ソフトウェア開発

正会員になっての意気込み

　エクナ株式会社の佐藤透です。この度、盛岡青年会議所の正会員に承認い

ただきました。JC の一員であることに誇りを持ち、皆さんと一緒に青年会

議所ならびに盛岡を盛り上げて参りたいと思っております。何卒宜しくお願

い致します。
   佐藤　透 君


