
スポーツ少年団スポーツ少年団だよりだより

　日頃よりスポーツ少年団活動に当たり、指導者ならびに保護者の皆さま、関係者の皆さまのご尽
力には、心から感謝申し上げます。
　本団は、昭和61年（1986年）発足し、今年で36年を迎えます。令和4年度は、9種目21単位団
で活動しています。
　スポーツ少年団は、スポーツを楽しむだけでなく、学習活
動や社会活動などの様々な活動を通じて協調性や創造性を養
い、社会のルールや思いやりのこころを学ぶことができる貴
重な場であります。
　少年団で過ごす時間は、きっと子ども達にとって貴重な財
産となり、心を強く育ててくれることでしょう。ぜひ守谷市
スポーツ少年団に入り一緒に汗を流しましょう!!

本部長
長谷川 信市

令和 4 年 7 月発行守谷市

21単位団 合計（令和4年5月末現在）
　団員数　…………………  475人
　指導者数　……………… 　83人
　役員・スタッフ  ……… 　63人
　全体　……………………  621人

令和４年度スポーツ少年団登録状況

団団 員員 募募 集集 !!



ミニバス

ミニバス

ミニバス

ミニバス

　くわがたミニバスでは、ベテラン監督と熱
心な４人のコーチのもと、17人が、元気に楽
しく活動をしています。
　試合に勝つ喜びや負ける悔しさ、仲間を思いやる気持ちの大切さ、日々学び成
長しています。保護者の方も子供達を見守りながら楽しい時間を過ごしています。
　松前台小学校を拠点とし活動しています。松前台・大井沢・御所ケ丘など
他校からの団員も大募集しています。
　一年生からでも大歓迎です。いつでも見学・体験に来てください！
　少しでも興味がある方、お気軽にご連絡下さい！お待ちしています！

くわがたミニバス（男子）

練習日·時間
　水・金曜日：17時～19時30分
　土・日曜日：９時～13時

練習場所
　松前台小学校

連絡先
　小川理香　☎090-1406-4413
　minibasukuwagata@gmail.com

　郷州小・守谷小から男女計 51名が集まり日々練習に励んでいます。バス
ケットボールは「ハビットスポーツ」と言われるぐらい習慣力が重要なスポー
ツです。活動しながらチームワークや洞察力、判断力、集中力などが身につ
くことで、子どもたちが日々成長していくことを目指し活動をしております。
　バスケ未経験でも大丈夫！見学や体
験などお気軽にご相談ください。１年
生から入団可能です。学校や学年の枠
を超えた楽しいチームで、バスケット
ボールを楽しみましょう。

守谷ファインズミニバス（男子／女子）

練習日·時間
　17時～19時30分	 男子：月・木曜日
	 女子：火・金曜日
　土日：９時～12時30分又は12時30

分～16時（月により変更）
練習場所

　守谷小学校体育館等
連絡先

　moriya.fines.mbc@gmail.com
　HP https://moriyafines.blog.fc2.com/

　守谷近郊にお住まいのスポーツに興味のある小学生女子の皆さん！みん
なと一緒にバスケットボールをやってみませんか？
　いつでも練習見学や体験入団が出
来ますので、ぜひ体育館に足を運ん
でみてください。見学・体験入団等
のお問い合わせはホームページから
受付中です。

北守谷Ｃｒｏｗｓ（女子）

練習日·時間
　火・木・金曜日：17時～19時
　土曜日：午後　　日曜日：午前
　月曜日（⾃主練）：17時～19時

練習場所
　大井沢小学校・松前台小学校

連絡先
　crowsmini.girl@gmail.com

　大野ミニバスは、大野小・黒内小などの女子 38名、男子 25名の団員で
練習に励んでいます。
　体を動かす事が好きな子歓迎 ! バスケットボールの楽しさを経験してみま
せんか ?
　学童からの送迎などもご
相談下さい‼
　見学・体験は随時受付中。
一年生から大歓迎です。

大野ミニバスケットボール（男子/女子）

練習日·時間
　平日：17時～19時30分
　休日：９時～12時など
　（学年によって異なります）

練習場所
　大野小学校体育館・黒内小学校体育館

連絡先
　（男子）松島	☎090-9678-6638
　（女子）石塚	☎090-2727-7155
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ハンド
ボール

ミニバス

ミニバス

　ハンドボールという競技は、１チーム７人で『走る・跳ぶ・投げる』とい
う運動の基本となる３大要素をフルに使い、スピード感あふれる試合展開で
得点を競い合う、プレイをしても観戦しても面白いスポーツです。そんなハ
ンドボールに魅了された小学生たちが、高野小学校を拠点に日々練習に励ん
でいます。昨年は、男子が関東大会ベスト 4という成績を収めました。今
年も全国大会出場を目指し、今できることを精一杯行っていきたいです。
　スポーツ少年団「守谷クラブ」は、今年で設立 37年という長い歴史をも
つ伝統と実績のあるチームですが、決して勝利至上主義のチームではありま
せん。根底には技術だけに留まらない団としての方針があります。それは、
ハンドボールを通して『健全な心身を育てる』ことです。支援して下さる方
への感謝の心を忘れず、マナーや礼儀を身につけ、チームメイトと協力して
目標に向けて努力できる児童の育成を目指しています。子ども達が⾃分たち
で考え、行動する事で学校生活だけでは学べない多くのことを学び、体験す
ることで、大きな成長につながっています。
　奥深いハンドボール、是非一度友人・兄弟姉妹、お誘いあわせて体験に来
てください！

練習日·時間
　水・金曜日：17時～19時
　土・日曜日：9時～12時
　※時に変更あり。ご確認ください。

練習場所
　高野小学校体育館・グラウンド

連絡先
　地引（じびき）　☎080-1165-6706

　松ヶ丘ミニバスケットボール女子スポーツ少年団はミニバスケットボール
をこよなく愛する子供達によるスポーツ少年団です。
　ミニバスケットボールを通じて、思いやり、協調性、⾃主性、礼儀、マナー、
コミュニケーション力を身につけるとともに、心身の健やかな育成とバスケッ
トボールの技術の向上を目的として活動しています。
　チームのモットーは「みんなが応援したくなるような人になろう」です。
　子供達の一生懸命さや成長を身近に感じられるスポーツ少年団の活動は、
素晴らしいものです。初めてボールにふれる方でも大丈夫！ 3人の指導者
が丁寧に指導いたします。
　みなさん、体育館で一緒にバスケットボールを楽しみましょう。
　1年生から練習参加できます。ぜひ一度、体育館にお越しください。

練習日·時間
　火・水・金曜日：17時～19時
　土曜日：16時30分～19時
　日曜日：10時30分～12時30分
　　　　　日曜日は体験会を開催中

練習場所
　松ヶ丘小学校体育館

連絡先
　松ヶ丘ミニバス女子
　matsuminibas@yahoo.co.jp

　松ヶ丘ミニバスケットボール男子スポーツ少年団は、男子 18名・女子３
名、合計 20名の団員とスタッフ４名、父親のような監督と母親のようなコー
チとともにバスケを楽しみながら、団体行動、礼儀、仲間と助け合う大切さ
を学び、仲良く元気に活動中です。
　松ヶ丘小学校以外の小学校から参加しているお子様も活動中で、学校・学
年の垣根を超え、仲間とともに協力しながら、日々成長を目指して練習して
います。
　また、練習や試合の他に季節ごとにイベントを楽しみ、親子・兄弟も交え
た家族で楽しむイベントも開催しています。
　１年生から入団可能です！学校、学年を超えて、私たちと一緒にバスケッ
トボールを楽しんでみませんか？いつでも見学・体験大歓迎！お気軽にご連
絡ください。お待ちしています。

練習日·時間
月・木：17時～19時
土曜日：８時半～11時
日曜日：12時半～14時30分

練習場所
　松ヶ丘小学校体育館

連絡先
　吉澤	☎080-7823-0015
　大友	☎080-1308-2102
　(連絡がつかない場合、SMSにてメッ
セージをお願い致します。)

守谷クラブ（男子／女子）

松ヶ丘ミニバスケットボール（女子）

松ヶ丘ミニバスケットボール（男子）
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軟式野球

軟式野球

ソフト
ボール

　新守谷ヤングスターズは、今年で創立４０年目を迎えた伝統ある野球チー
ムで、守谷市内の男女小学生が在籍しております。学校・学年を超えて仲良
く野球を楽しんでおり、上級生は下級生にやさしく、下級生は上級生の真似
をしながら野球を通じて成長しております。指導方針の柱として、「元気よ
く挨拶する」「しっかり返事をする」「道具を大切にする」など野球の技術指
導だけでなく、子ども達が体力的にも精神的にも成長し、中学・高校生になっ
ても野球を続けてもらえる環境づくりを大切にしながら指導を心がけており
ます。野球に興味のある方は、いつでも見学や体験ができますのでお問合せ
ください。お待ちしております。

練習日·時間
　土・日・祝日：８時～ 17時
　（季節・学年により異なります）

練習場所
　板戸井公園野球場・御所ケ丘小学校

連絡先
　お問い合わせはHPから。【新守谷ヤン
グスターズ】と検索してください。

　松ヶ丘エーススポーツ少年団は、市内唯一の小学生ソフトボールチームで
す。松ヶ丘小を中心に市内の小１～小６の男女で構成しています。2021年
度は、かすみがうら市のリーグ戦で見事に優勝を収め、県大会ではあと一
歩でベスト４というところでの同点抽選負けでし
た。次の目標は県代表になって関東大会に出場す
ることです。短い活動時間でも集中して楽しく練
習に励んでいます。ソフトの魅力は何といっても
スピード感です。野球よりも塁間が短く、ウイン
ドミル投法から繰り出すスピードボールは小学生
でも圧巻です。皆さんもソフトの面白さを一緒に
体験し、守谷市内の小学生ソフトを盛り上げてい
きましょう。初めてのお子さんも大歓迎ですので、
是非見学にお越し下さい。

◎年間行事　＊かすみがうらスポーツ天国リーグ戦
　　　　　　＊かすみがうら市長杯トーナメント
　　　　　　＊茨城県大会・茨城県スポーツ少年団大会
　　　　　　＊慰労会・合宿・忘年会・６年生送る会　等

練習日·時間
　毎週　土・日曜日　９時～ 12時
　（高学年は時期により 13時まで）

練習場所
　松ヶ丘小学校グラウンド

連絡先
　植村敦史　☎090-1117-6021

　「守谷ドルフィンズ」は今年でチーム設立17年目を迎えた軟式野球チーム
です。
　今年のチームスローガンは、「団結」です。
　今年のチーム指導方針は、①挨拶、返事、感謝、整理整頓の徹底②失敗を
恐れずチャレンジする気持ちを尊重する③い
つまでも野球が好きでいてくれる子を育てら
れる様、チーム全体で意識の統一をはかる。以
上３つの指導方針の中で、指導者＆子供達はも
ちろんの事、父母含めチーム全体で一緒に楽し
みながら日々練習・試合と頑張っています。
　是非とも、お気軽にお問い合わせください。
宜しくお願いします。

練習日·時間
　毎週土・日曜日、祝日
　９時～ 16時

練習場所
　北守谷球場（薬師台６丁目）
　大井沢小学校（土・日午後）

連絡先
　守谷D部長：☎090-2666-4915
　HP https://dolphins.1net.jp/

新守谷ヤングスターズ（男女）

守谷ドルフィンズ（男女）

松ケ丘エース（男女）
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軟式野球

バド
ミントン

バド
ミントン

バド
ミントン

　みずき野シティボーイズは、市内の小学生が集まった軟式少年野球チームです。
　野球を好きになり、中学生、高校生になっても続けたいと思ってもらえる
ような環境づくりを大切にしながら、仲間と楽しく、時には厳しく、日々の
練習や試合に取り組んでいます。子供たちは、野球を通して技術はもちろん、
元気よく挨拶をすること、仲間を思いやる気持ち、道具を大切にすることな
ど、多くのことを学び心身共に成長していきます。今年は３つの大会で県大
会出場を決め、野球を楽しみながら結果を残すことができました。県大会で
も上位進出を目指し、練習に励んでいます。
　野球に興味のある方、是非一緒に野球をしませんか。いつでも見学や体験
もできますので、お気軽にお問合せください。

練習日·時間
　土・日・祝日：８時 30分～ 17時
　　　　　　　　（低学年は午前中のみ）

練習場所
　みずき野野球場・守谷小学校

連絡先
　contactus@mizukino-cityboys.com

　大井沢バドミントンスポーツ少年団は、守谷市内外問わず、色々な小学校
から集まった仲間で活動しているバドミントンチームです。
　日々の練習に真剣に取り組む中で、バドミントンだけでなく、挨拶や礼儀、
団体活動の大切さ等、日常生活で大切な事を学んでもらえるような取り組み
をしております。また、熱心なコーチのもと、学年やレベルに応じて、ひと
りひとりの個性を大切にしながら指導をしております。
　入団前の体験練習も随時受け付けておりますので、お気軽に遊びに来てく
ださい。

練習日·時間
　月・水・土・日曜日・その他

練習場所
　大井沢小学校・その他

連絡先
　oisawa-jbc@yahoo.co.jp

　「Kids	MORIYA」はバドミントン競技を通じて“Challenge	
to	the	Dream” 夢や目標に向かってチャレンジすること
をスローガンに小学生を中心に中学生と一緒に練習に励
んでいます。
また、活動を通して礼儀や⾃主性、思いやり等多くのことを学んでいます。
　バドミントンに興味のある皆さん、是非一度シャトルを打ってみませんか。
見学や入団体験も随時受け付けています。体育館に遊びに来てください。

　一緒に楽しくバドミントンしませんか？
　守谷ジュニアバドミントンクラブは、初心
者も経験者も集まる少年団です。バドミント
ンをずっと好きなまま大きくなってほしい、
そんな思いで始まったアットホームなチーム
です。これから始める方も「バドミントンを
楽しみたい」という思いがあれば、ぜひ見学
や体験に来てみてくださいね。

練習日·時間
　土曜日：９時～ 13時
　日曜日：13時～ 17時

練習場所
　高野小学校体育館

連絡先
　HP kidsmoriya.jimdofree.com

練習日·時間
　火曜日：17時～19時30分
　木曜日：17時～ 19時
　土曜日：13時～ 16時
　日曜日：12時半～ 16時 30分
　	（季節等によって変更の場合あり）

練習場所
　主に御所ケ丘小学校

連絡先
　HP http://moriya.crayonsite.com

みずき野シティボーイズ（男女）

Ｋｉｄｓ　ＭＯＲＩＹＡ（男女）

大井沢バドミントン（男女）

守谷ジュニアバドミントンクラブ（男女）
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サッカー

サッカー

サッカー

サッカー

　FC大野スポーツ少年団は結成して三十年となる、守谷では非常に長く続け
ている歴史あるクラブとなります。団員数は20名となり１年生から6年生まで
在籍しています。より多くの子どもたちにサッカーという団体スポーツを通じ
て、サッカーの技術を習得する事をはじめ、基礎運動能力の向上や子どもたち
に物事を考える力を養ってくれればと思って活動をしています。もちろんその
学年に合った指導を心がけ、また子どもの個性を大切にし、少しでも子ども達
の社会性を身につけるひとつの場所として位置づけられればと思います。
　将来 FC大野に入って良かったと思ってもらえるよう努めていきます。

練習日·時間
　日曜日：午前9時～11時30分
　（夏期）：午前8時～10時30分

練習場所
　大野小学校グラウンド

連絡先
　志賀大輝　☎080-3158-0172

Ｆ．Ｃ．大野（男女）

　FC郷州は、40周年を迎える歴史のあるスポーツ少年団です。団員は 40
名ほど在籍しており、ほとんどの子供達が、ここで初めてサッカーに出会っ
た子供達です。「スポーツ少年団の理念」を元に、サッカーを通じて、子供
たちの心と体を育て、情操教育の一環として、サッカー以外の行事で地域の
つながりを育む団体です。学校時間外で、子供達は仲間と一緒にたくさんの
楽しい思い出を作っています。
　いつでも体験入団は、可能ですので、子供が楽しいと思ったときの入団を
お待ちしています。

練習日·時間
　毎週土・日曜日・祝日：９時～12時

練習場所
　郷州小学校

連絡先
　高原光一
　stu_ne_ko_10@yahoo.co.jp

　創設以来のスロ－ガン『楽しくなければスポ－ツじゃない！楽しいだけで
もスポ－ツじゃない！』のもと 30年活動しています。
　チ－ム成績や強化を目指すのではなく、運動する事の楽しさ・サッカ－の
原理原則をベ－スに日本体育協会公認指導者・日本サッカ－協会公認コ－チ
が、一人一人に目を向けながら子供達の出来る範囲を広げてあげる事に重点
を置き⾃信を持たせ楽しみながら⾃発的にサッカ－に取り組んでいけるよう
指導します。子供達に夢を持ってもらおうと現役プロ選手やコ－チによる
レッスンを毎年行っています。
　初心者の方から経験者の方、男の子も女の子もサッカ－に関心のある方は
いつでも体験にいらしてください。

練習日·時間
　活動曜日・時間帯は学年・経験年数などに

よって違いますのでお問い合わせください。
練習場所

　高野小学校・わかば幼稚園運動場
連絡先

　田村哲哉
　☎090-3452-6299
　HP https://wingstamura.wixsite.com/wings

　『守谷ジュニアフットボールクラブ』は、小学生のサッカースポーツ少年
団です。勝つことを目的にするのではなく、サッカーを通して、健康な心と
体の育成、⾃分で考えて行動できるクリエイティブな子供達の育成を目指し
て活動しています。OBも活躍中！ 2018年御所ヶ丘中が全国ベスト８。
　現在、守谷市内の５つの小学校から、サッカー大好き少年少女が集まって
います。小学校の枠を超えた横のつながりや、２学年毎で練
習することで、縦のつながりも形成できます。
　見学・体験いつでもＯＫです。
　太陽の陽を浴びて、一緒にサッカーを楽しもう !!

練習日·時間
　毎週土・日曜日、祝祭日
　　　　：９時～12時

練習場所
　御所ヶ丘小・黒内小・守谷小及び大利根グランド

連絡先
　清水	shimizu023@yahoo.co.jp
　小野	qqfb8xc9@fancy.ocn.ne.jp
　HP http://moriyajfc.ninja-web.net/

Ｆ．Ｃ．郷州（男女）

守谷ウイングス（男女）

守谷ジュニアフットボールクラブ（男女）
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少林寺
拳法

剣道

柔道

　もりやくわがた剣道クラブは、守谷市内の方ならどなたでも入団できます。
現在クラブでは、小・中学生から大人の方まで総勢１０名で活動しています。
新年度を迎えるにあたり、この機会に剣道を始めたい方、また、再度剣道を
始めたい方がいましたら、ぜひ一度練習を見学に来てみませんか？
　週１回小人数での活動ですが、指導いただいている先生は、有段者の方で、
毎週熱心に、基本から技術、心構までを指導いただいています。クラブでは
毎週の練習以外にも、１年間の練習の成果を確認できるように、昇級審査の
受講にも取組んでいます。
『方針』①礼節を身に付ける　②助け合いの心を育てる　③心と体を鍛える

－本当の強さを求める－
　少林寺拳法は、他人を蹴落として⾃分だけが強くなりそれを⾃慢するため
に行うものではありません。相手を倒すことが「強さ」なら、素手よりも武器
や凶器など他の道具を使えばだれでも強くなれるわけです。少林寺拳法の技
は、いざという時に素手で⾃分の身を守れるという⾃信を持つことができれ
ば十分です。本当の「強さ」とは、力の強さでも、技のうまさでもありません。
いつでも⾃分を寄り所にできる「うぬぼれでない⾃信」をもつことが「本当の
強さ」の正体なのです。そして、その⾃信の中から、はじめて勇気が生まれ、正
義感にあふれた行動力がわいてくるのです。また、少林寺拳法は多くの仲間を
つくることが目的です。そしてその仲間は「本当の強さ」を身に付けた仲間で
す。相手の存在を⾃分の拠り所とするもの同士ではなく、それぞれが主体性を
もち、何事も他人のせいにせず、常に⾃分を創造進化させてゆく仲間。この仲
間作りこそ争いを無くし真の平和を構築できる手段です。また、古書に「武は
撫なり、止戈なり、禍乱を鎮撫するなり、禍乱を平定して、人道の本に復せし
め、敵を愛撫統一することが武の本義なり」とあります。即ち、武の意義は争
いを求めたり、敵を倒し敵に勝つということにあるのではなく、争いを止め平
和を構築し文化の発展に貢献する和協の道を表わした道徳的内容を持つもの
なのです。これはまさに少林寺拳法の目的に合致しているところです。わたし
たちはこの少林寺拳法を「真の武道」と位置づけ日々修行に励んでおります。
　少林寺拳法の真の目的を理解共鳴される方々の参加をお待ちしております。
●年齢は問わず、それぞれの体力、運動能力に合わせて無理なく続けられる
ように工夫しています。

●見学は⾃由。事前連絡は特に必要ありません。思い立ったときにおいで下
さい。ただし、連絡いただければこちらも心構えをしておきます。

練習日·時間
　毎週日曜日　16時～18時

練習場所
　松前台小学校体育館

連絡先
　松井博文　☎080-1187-6005

練習日·時間
　火・木曜日：19時～20時30分
　土曜日：小学生まで　９時～10時30分
　　　　　中学生以上一般　９時～12時
※但し土曜日は不定期

練習場所
　御所ヶ丘中学校　武道場
　　毎週火・木曜日
　　（但し第1・第3火曜日除く）
　北守谷公民館　多目的ホール
　　第1・第3火曜日
　専有道場（守谷市松前台２-７-11）
　　土曜日

連絡先
　守谷市少林寺拳法協会　米地明彦
　☎ 090-4952-0999
　　少林寺拳法守谷市スポーツ少年団支部長
　　少林寺拳法茨城守谷道院道院長
　　正範士七段
　　少林寺拳法ナショナル考試員・審判員
　HP http://www.shorinjikempo.or.jp/
　　（少林寺拳法公式サイト）

　守谷柔道塾では、未就学の小さい子から一般
の大人まで幅広い年代が一緒になり楽しく練習
をしています。一人一人のレベルに合わせて受
け身や技の練習の指導を行いますので、初心者の方も安心して始められます。
　それぞれのペースで柔道を楽しみながら、基礎体力や運動能力を向上して、
武道を通し礼儀作法や、心身の成長のお手伝いをいたします。
　是非一度見学にきて参加してみませんか。親子で参加も大歓迎です。お待
ちしています。

練習日·時間
　土・日曜日　19時～20時

練習場所
　愛宕中学校　武道場

連絡先
　池田：moriyajudojuku@gmail.com

くわがた剣道クラブ（男女）

守谷市少林寺拳法（男女）

守谷柔道塾（男女）
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Kids 
MORIYA

守谷市

スポーツ少年団スポーツ少年団

守谷
ジュニア
バドミントン
クラブ

F.C. 大野

守谷
ドルフィンズ

松ヶ丘ミニ
バスケット
ボール
（女子）

守谷
ジュニア
フットボール
クラブ

松ヶ丘ミニ
バスケット
ボール
（男子）

くわがた
ミニバス

新守谷
ヤング
スターズ

守谷市
少林寺
拳法

大井沢
バドミントン

松ケ丘
エース

大野ミニ
バスケット
ボール

（男子／女子）

守谷
柔道塾

守谷
クラブ

北守谷
Crows

守谷
ファインズ
ミニバス

F.C. 郷州

守谷
ウイングス

みずき野
シティ
ボーイズ

くわがた
剣道
クラブ

地域では、さまざまな団体が「青少年の健全育成」という目的をもって活動しています。
その中でスポーツ少年団は、スポーツを通じた活動が主体となっており、どんな団体
なのかを整理してみると次の要素があります。
①だれが＝子どもたちが　　　②いつ＝⾃由時間に　　　③どこで＝地域社会で
④なにを＝幅広いスポーツ活動を　　　⑤どのようにして＝グループ活動で行ってる集団です。
子どもたちが、こころもからだも成長変化を遂げる時期には、スポーツ少年団のような異年齢集
団の特徴を活かしながら、みんなで役割を分担し合い、⾃主・⾃立的に活動する体験が重要です。

スポーツ少年団とは 発行・編集
　守谷市スポーツ少年団 本部
　（一般社団法人守谷市
　　　　スポーツ協会内）
　　守谷市大柏950-1

　　TEL ０２９７－３８－７７３５
　　FAX ０２９７－４５－５７０３


