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NPO 法人化 3 年目の 2016 年度は、新たな一歩を踏み出した記念すべき年になりました。それは、toto
の助成を受けて「U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ 2017」を主催したことに象徴される、
事業主体としての NPO サロンの姿と、それにともなう責任の増大として捉えることができます。
法人化以前から、サロン 2002 は「知る人ぞ知る」組織でした。あまり表には出てこないがいろんな
ところで会員・メンバー同士がつながっている。サロン本体はささやかな事業（月例会等）しか行って
いないが、サロンでつながった人々がいろんなところで事業化している。気がつけば、このゆるやかで
不思議なネットワークは大きな力を持つようになっているというのが、サロン 2002 の姿でした。
NPO 法人化は、主体的・積極的に「スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”」に貢献する事業
に取り組もうとする意思の表れであり、それが具体化したのが 2016 年度だったと言えるでしょう。
この報告書には、前述の U-18 フットサル大会だけでなく、（公社）日本フットサル連盟と共催した
「GAVIC CUP ユースフットサル選抜トーナメント 2017」や、筑波大学オリンピック教育プラットフ
ォームと共催した「クーベルタン－嘉納ユースフォーラム 2016」、あるいは（公財）日本サッカー協会
などのご後援をいただいて主催した公開シンポジウム「日本サッカーのルーツを語ろう」などの記録が
載っています。これらはいずれも、NPO 法人サロン 2002 が社会の一員として羽ばたく契機となった事
業であり、今後も他団体と連携を密にとりながら進めていくべきものです。このほかユースサッカー
「DUO リーグ」の事務局や国際交流事業の受託、Sport for Tomorrow 事業への参加、アート＆リサイク
ルプロジェクトやノンボーダーフットボールなども引き続き展開していきます。いずれもやりがいのあ
る事業であり、責任を持って取り組まねばなりません。しっかりとした組織が必要です。
NPO サロンの運営は 8 名の理事と事務局を中心に進められています。現在の理事の任期は 2017 年度
末まで。創設期から関わる方も途中から理事会メンバーとなった方も、一つのチームとして機能してい
ます。しかし、約 30 名の会員との情報の共有化が十分に為されなかったことが反省点として挙げられ
ます。また、約 100 名のスポネットメンバーや、月例会や公開シンポジウムに参加してくださった方々
との連携をもっと強化していけば、もっといろんなアイデアやより良い方法が見えてくるはずです。い
まだに“個人商店”から脱皮できていない組織のあり方を見直し、安心して次の段階に進んでいけるよ
うな組織にしていかなくてはなりません。2017 年度はそのような年にしていきたいと思います。
サロン 2002 がまだささやかなネットワークでしかなかったころから続いている月例会は、地道に回
を重ね、2017 年 6 月で通算 250 回を迎えます。さらに、今年はサロン 2002 を名乗るようになって満 20
年。こうした節目の年である 2017 年度は、公開シンポジウムをはじめとする様々な場面で「この 20 年」
を振り返る機会を設けるつもりです。それは、「これから」を考える上で欠かせない手続きです。歴史
を踏まえ、次の段階へ向けて着実に歩みを進めていくつもりです。
この 1 冊に、2016 年度の取り組みが濃縮されています。ご一読ください。

2017（平成 29）年 5 月
特定非営利活動法人サロン 2002
理事長 中塚義実
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1．月例会活動報告
《2016 年 4 月 月例会報告》
【テーマ】海外サッカー中継の舞台裏
【日 時】2016 年 4 月 21 日（木）19：10〜21：00（その後「景宜軒」にて懇親会）
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】仁藤 慶彦 （
（株）ＷＯＷＯＷ 制作局スポーツ部サッカー班）
【コーディネーター】笹原 勉（日揮）
【参加者（会員）11 名】
安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）
、梅本嗣（博報堂）、金子正彦（会社員）、小池靖（サッカース
ポ ーツ少年団・さいたま市）、笹原勉（会社員）、澤田勝徳（日本テレビサービス／元高校サッ
カープ ロデュ－サー）
、田中理恵（会社員）
、徳田仁（(株)セリエ）
、中塚義実（筑波大学附属高
校）、山内 直、吉原尊男
【参加者（未会員）2 名】
大日向航（明治大学(明治大学釜埼大先生の代理参加)）、仁藤慶彦（(株)WOWOW）
）
【報告書作成者】大日向航
【概 要】
大好きなサッカーで飯を食っていきたいという思いが実現し、海外サッカー中継番組の作成に当
たっている仁藤慶彦さんによる講演。2005 年～2006 年シーズンからリーガ・エスパニョーラ中継
を担当、10 年間リーガ・エスパニョーラの全 1900 試合を見てきてきたその経験は圧巻。試合の
中継番組において、
「解説者に何を求めているか」、「ハーフタイムの放送内容の工夫」といった番
組作りのコンセプトや裏話、また「ノンフィクション W～フットボールの守り神」といったドキュ
メンタリー番組の作成の裏話も充実。2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災の際に会社のとった
方針は、同氏に災害時に果たす「エンタメ局」の大切な役割を学ぶ機会となった。超多忙だが充実
した日々を過ごす同氏の語りは懇親会でも参加者を魅了した。

《2016 年 5 月 月例会報告》
【テーマ】サッカー、ドイツ、通訳
【日 時】2016 年 5 月 16 日（月）19：10〜21：30（その後「景宜軒」にて懇親会）
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】山内 直（浦和レッズ）
【参加者（会員）11 名】
安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）
、梅本嗣（博報堂）、奥崎覚（Qoly）
、奥山純一（フットリンク）
、
春日大樹（筑波大学大学院）
、小池靖（サッカースポーツ少年団・さいたま市）、田中理恵（会社
員）、徳田仁（(株)セリエ）
、中塚義実（筑波大学附属高校）、山内直（浦和レッズ）、 吉原尊男
【参加者（未会員）7 名】
釜埼太（明治大学）
、済木崇（ブラインドサッカー・サムライ兵庫）
、長尾樹（アスレティックト
レーナー）、長尾栄伸、早川絵美（サッカーファン）、笛木寛（立教大学）、山中亜希子（フリー
ランスライター）
【報告書作成者】春日大樹（筑波大学大学院）
【概 要】
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高校卒業後サッカー指導者を目指し 1982 年に単身ドイツに留学した山内氏の人生にはドラマが
ある。日系商社と関わり、たまたまバイエルンのファンクラブに入ったことで、ドイツ語と方言で
あるバイエルン語も話せることが、のちにベッケンバウアーが日本に来た時の通訳を指名された事
にもつながる。1990 年に日本帰国後、通信社を経て浦和レッズの立ち上げに関わり、レッズの強化
の転機ともなったオジェック監督の契約に直接関与、1998 年の W 杯で訪欧後は、セレッソ大阪で仕
事をし、2003 年に再びレッズへ。多くの人との出会いが山内氏の人生に鮮やかな色彩を与えていく。
後半は、サッカー・スポーツでの「良い経験」について、参加者の自由な発言が山内氏によって促
がされた。「サポーターはどうあるべきか」「サッカーによる人と人のつながり」「ブーイングのあ
り方」など興味深い話、そしてまた人権問題や民族対立などにより相手サポーターとは友好的には
なれない状況がある事も含め、様々な視点からスポーツのもつ社会的あるいは文化的な意味が討論
された。

（《2016 年６月月例会は総会終了後意見交換会として実施》）

《2016 年７月 月例会報告》
【テーマ】ある女子サッカー選手の異文化体験
―アメリカ、スウェーデン、ザンビア―
【日 時】2016 年 7 月 16 日(土)17：30～19：30（終了後は御茶ノ水駅前「かめや長英」）
【会 場】JFA ハウス 4 階会議室 6
【演 者】野口亜弥（スポーツ庁国際課）
【参加者（会員・メンバー）15 名】
梅本嗣（博報堂）
、大河原誠二（筑波大附 OB）、加納樹里（中央大）、岸卓巨（日本スポーツ振興
センター）
、北田典央（会社員）
、小池靖（さいたま市・サッカースポーツ少年団）
、白井久明（弁
護士）、田中俊也（三日市整形外科）
、遠山諒（国際基督教大学）
、徳田仁（(株)セリエ）
、
中塚義実（筑波大学附属高校）
、野口亜弥（スポーツ庁国際課）、守屋俊秀（東京 2 級 SR）、
守屋佐栄、吉原尊男
【参加者（未会員）7 名】
JFA レフェリーカレッジ 11 期生 … 宇田川恭弘、小野祐太、鈴木智也、手塚優、松坂樹、
柳岡拓磨
カレッジマスター … 太田潔
【懇親会から参加】
安藤裕一、春日大樹、嶋崎雅規
【報告書作成者】野口亜弥
【概 要】
高校生よりサッカーを始め、筑波大学でもサッカーを続け、卒業した 2010 年に渡米、4 年間全
額奨学金を取得し、スポーツマネジメントを専攻、さらに MBA を取得した傍、大学サッカー部に所
属。また New York Magic（全米女子２部リーグ）に所属しセミプロとして活躍、2013 年には同チ
ームのキャプテンを務めた。米国の大学は、施設もスタッフも日本とは格段に充実していた。チー
ムマネジメントを、マネジングを勉強した人が行っている点も日本と大きく異なる。選手である前
に学生であることが求められ、単位不足・成績不良の学生は活動禁止となる点も日本と異なる。2014
年にはスウェーデンの女子プロリーグで選手として活躍。（ヨーロッパの女子サッカーリーグのレ
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ベルは、ドイツ、フランスに次いでスェーデンとなる。米国は、フランスとスウェーデンの間くら
い）女子選手にもエージェントがいるのが日本と異なり、女子プロでも投資の対象になり、選手は
ファンサービスを大切にしていた。スウェーデンの女子サッカー選手は、引退後のことを考え大学
や大学院に通い勉強をしていた。米国時代よりスポーツを通じた国際開発に興味を持ち、2015 年に
ザンビアにある NOWSPAR というスポーツを通したジェンダー平等の NGO にて約半年インターンを実
施。こうした様々な経験を通してスポーツの価値を実感した現在、スポーツ庁に勤務し、スポーツ・
文化・ワールド・フォーラムの準備をしている。各国におけるサッカーやスポーツに纏わる文化や
仕組みの違いが、実体験に基づき紹介され、参加者の多くの関心を呼んだ。

《2016 年 8 月 月例会報告》
【テーマ】EURO2016 とリオ五輪を振り返って
【日 時】2016 年 8 月 29 日（月）19：00～21：00
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】田村修一（サッカージャーナリスト）
、徳田仁（(株)セリエ）
【参加者（会員・メンバー）11 名】
安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）
、牛木素吉郎（ビバ！サッカー研究会）、金子正彦（会社員）
、
春日大樹（筑波大学大学院）
、川戸湧也（筑波大学大学院）
、小池靖（サッカースポーツ少年団・
さいたま市）
、田村修一（サッカージャーナリスト）、徳田仁（(株)セリエ）、中塚義実（筑波大
学附属高校）、守屋佐栄、吉原尊男
【参加者（未会員）4 名】
国島栄市（ビバ！サッカー研究会）、小山基彰（中高生部活応援マガジン・ヒーローインタビュ
ー）、小林勝海（日本漫画家協会）
、ドウノヨシノブ（日本漫画家協会）
【報告書作成者】田村修一、徳田仁
【概要】
2016 年の夏、欧州と南米で開かれたビッグイベントを振り返るということで、EURO2016 を現地
で取材された田村修一氏からは現代サッカーの動向も含めた分析を、リオ五輪観戦ツアーを企画し
た徳田仁氏からは、旅行会社の立場から、大会の様子が報告された。

《2016 年 9 月 月例会報告》
【テーマ】日本初の女子 A 級レフリー世界へ羽ばたく
―リオデジャネイロ・オリンピック ラグビー競技報告－
【日 時】2016 年 9 月 21 日（水）19：00～21：00
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】川崎 桜子（日本ラグビーフットボール協会公認女子 A 級レフリー／㈱山小電機製作所）
【コーディネーター】嶋崎雅規（国際武道大学）
【参加者（会員・メンバー）9 名】
安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）、春日大樹（筑波大学大学院）、岸卓巨（日本スポーツ振興セ
ンター）、小池靖（サッカースポーツ少年団・さいたま市）、小山基彰（中高生部活応援マガジン・
ヒーローインタビュー）
、嶋崎雅規（国際武道大学）、中塚義実（筑波大学附属高校）、松下徹（公
認会計士・税理士）
、吉原尊男
【参加者（未会員）6 名】
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川崎桜子（山小電機製作所）
、中里孝男（玉川学園高等部）、中田一朗（(株)クエスト）、長尾樹
（(株)T.C.PLACE）
、国島栄市（ビバ！サッカー研究会）、鈴木亨（筑波大学附属高校）
【報告書作成者】嶋崎雅規
【概 要】
22 歳にして A 級レフリーとして豊富な国際経験を有す川崎桜子氏による講演。高校３年よりラグ
ビーのプレーヤーとして活動、帝京大学を進学先として選び、男子部員に混じり練習に参加してい
たが、故障を契機にレフリーへ転身。その後はアカデミー制度の中で、レフリーとしての頭角を現
す。日本初の女子 A 級レフリーとなり、世界大会（ワールド・セブンズ・シリーズなど）でも実
力が認められ、2016 年リオデジャネイロ・オリンピックでは、アジアから２人しか選出されなかっ
たマッチオフィシャルのうちの 1 人に選ばれた経緯を展開。
その彼女が、
オリンピックにどう臨み、
何を体験したか。そして社会人になった現在、どのようにレフリーとしてラグビーに関わっている
か。川崎氏の話は聴衆に多くのインパクトを与えた。

《2016 年 10 月 月例会報告》
【テーマ】第 31 回オリンピック競技大会柔道競技観戦記
【日 時】2016 年 10 月 21 日（金）19：00～21：00
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】川戸湧也（筑波大学大学院／全日本柔道連盟科学研究部）
【参加者（会員・メンバー）10 名】
安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）、奥山純一（プログラマー）、 川戸湧也（筑波大学大学院）、
岸卓巨（日本スポーツ振興センター）
、小池靖（サッカースポーツ少 年団・さいたま市）
、
小山基彰（ヒーローインタビュー）、嶋崎雅規（国際武道大学）、関谷綾子（関 谷法律事務所）、
高田勝敏、中塚義実（筑波大学附属高校）
【参加者（未会員）2 名】
奥山由紀子（会社員）
、中田一朗（(株)クエスト）
【報告書作成者】川戸湧也
【概 要】
全日本柔道連盟強化委員会科学研究部に所属する川戸湧也氏は、各種国際大会における選手サポ
ートに従事している。同氏が帯同した第 31 回オリンピック競技大会柔道競技（リオ五輪）におい
て、オリンピックパークならびにハイパフォーマンスサポートセンタ ーを中心とした現地リポー
トならびに、柔道日本代表チームに対するサポート活動（主に情報サポート）の内容の報告、なら
びに柔道分析の奥義について報告された。柔道にはあまり馴染みのない参加者もいるなか、詳細か
つ丁寧な説明が行われ、その後興味深いさまざまな質疑応答が繰り広げられた。

《2016 年 11 月 月例会報告》
【テーマ】「ゆたかなくらし」作りに独自の方法で挑むスポーツドクター安藤がモンゴルで考えた
こと
【日 時】2016 年 11 月 17 日（木）19：00～21：00
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】安藤裕一（
（株）GMSS ヒューマンラボ代表取締役／サロン 2002 理事）
【参加者（会員・メンバー）11 名】
6

安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）
、奥崎覚（Qoly）、川戸湧也（筑波大学大学院）、岸卓巨（日本
スポーツ振興センター）
、小池靖（サッカースポーツ少年団・さいたま市）、小山基彰（ヒーロー
インタビュー）
、笹原勉（日揮(株)）
、嶋崎雅規（国際武道大学）
、竹中茂雄（東海道品川宿 FC）
、
中塚義実（筑 波大学附属高校）
、守屋佐栄（サッカー観戦・旅・スキーが趣味）
【参加者（未会員）7 名】
小西由里子（国際武道大学）
、大槻清馨、香西武彦（Honda）、福士唯男（(株)アスリート プラン
ニング）、長尾樹（(株)T.C.PLACE）
、本田康弘（Dreamers Japan(株)）
、国島栄市（ビバ！サッカ
ー研究会）
【報告書作成者】安藤裕一
【概 要】
ハンドボールやサッカーなど複数の競技を経験している安藤氏が、大学卒業後に外科医となり、
国境なき医師団を始め、日本や海外での医療を経験。そしてたどり着いたのがスポーツと医療・健
康の融合による、人々のゆたかな暮らしを目指すこと。この目標を達成するために 2015 年に GMSS
ヒューマンラボを起業。2016 年９月のモンゴル研修旅行でのスナップ写真を交えながら、安藤氏の
構想が発表された。フロアからも、
「スポーツの価値」、総合型地域スポーツクラブをはじめとする
日本のスポーツの現状の海外との比較、ゆたかな暮らしに向け日本の将来のあるべき方向性などが
熱心な議論された。

（《2016 年 12 月月例会は公開シンポジウムとして実施》）

《2017 年 1 月 月例会報告》
【テーマ】NPO サロンの事業を考える①－公開シンポジウム
【日 時】2017 年 1 月 24 日（火）19：15～21：10（終了後は「景宜軒」〜23：30 頃）
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】中塚義実（NPO 法人サロン 2002 理事長／筑波大学附属高校）ほか
【参加者（会員・メンバー）11 名】
安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）
、春日大樹（筑波大学大学院）
、岸卓巨（日本スポーツ振興セン
ター）、小池正通（(株)La Esperanza）
、小山基彰（ヒーローインタビュー）、笹原勉（日揮(株)）、
関谷綾子（関谷法律事務所）
、茅野英一（帝京大学）、中塚義実（筑波大学附属高校）、守屋俊秀
（世田谷区サッカー協会）
、守屋佐栄（2017 は UAE、イラン、サウジに行く予定）
【参加者（未会員）0 名】
【報告書作成者】中塚義実
【概 要】
1997 年 4 月より「サロン 2002」を名乗るようになって今年で 20 年。節目の年にあたり、月例会
でも NPO サロンの事業を振り返り、今後について意見交換する場を設けたいと思います。今回はそ
の第一弾。
「公開シンポジウム」を取り上げます。大まかな内容は次のとおりです。
１．サロン 2002 と公開シンポジウム
2001 年度の「コンフェデレーションズカップ総括シンポジウム」にはじまり昨年末の「日本サッ
カーのルーツを語ろう」まで、そのときどきのテーマ設定と内容、成果と課題を振り返る。「出張
サロン」もところどころ含まれる。
２．公開シンポジウム 2016「日本サッカーのルーツを語ろう」
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筑波大学蹴球部創部 120 周年にあたり企画されたシンポジウムの内容（当日の資料を配布＆スラ
イド上映）と運営について振り返る。また今年度中に出版予定の報告書についても意見交換する。
３．これからの「公開シンポジウム」
2017 年度については「サロン 2002 の 20 年を語ろう（仮題）」と題して、日本のサッカー界、ス
ポーツ界の劇的変化と、その中でサロン 2002 そのものがどう変化してきたのかについても取り上
げたい。今後の展望については、演者からの問題提起と話題提供を議論のきっかけとしたい。
※NPO 会員、スポネットメンバーはもちろん、メンバー外の方にもぜひお越しいただきたいと考え
ます。公開シンポジウムを通して「この 20 年」を共有し、
「スポーツを通しての“ゆたかなくらし
づくり”」についてともに考えていきましょう！

《2017 年 2 月 月例会報告》
【テーマ】FC バルセロナ・カンテラ出身の久保建英君をめぐるメディアの在り方と 2015 年 2 月始
まったペーニャ（サポーターズ・クラブ）の正しい作り方に関して
【日 時】2017 年 2 月 17 日（金）19：10～21：10（終了後は「景宜軒」〜23：30 頃）
【会 場】筑波大学附属高校 3F 会議室（東京都文京区大塚 1-9-1）
【演 者】小池正通（㈱La Esperanza 設立者）
【参加者（会員・メンバー）13 名】
安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）
、梅本嗣（博報堂）、奥崎覚（Qoly）
、春日大樹（筑波大学大学
院）、岸卓巨（日本スポーツ振興センター）、小池正通（(株)La Esperanza）、小池靖（サッカー
スポーツ少年団：在さいたま市）
、遠山諒（国際基督教大学）
、徳田仁（㈱セリエ）
、中塚義実（筑
波大学附属高校）
、守屋俊秀（世田谷区サッカー協会）、守屋佐栄（来週は八方でスキー三昧）、
山内直
【参加者（未会員）5 名】
片上千恵（IMAGE WORKS & Co.）
、張寿山（明治大学）、永井千明（日本女子大学）、森下仁道（筑
波大学）、森田太郎（Sarajevo Football Project“お善だて”）
【報告書作成者】小池正通
【概 要】
久保君が FC バルセロナのカンテラに入団した経緯と現状、彼に求められるレベルを私的観測と
事実を含めながら、演者が知りうる範囲で発表します。また、佳境を迎えているバルサのペーニャ
（サポーターズ・クラブ）の正しい作り方を時系列を追いながら、今、誕生しようとしているペー
ニャがどこへ向かおうとしているのか、楽天やアパマン・ショップなどのスポンサーとの交流を交
えながら、発表します

《2017 年 3 月 月例会報告》
【日 時】2017 年 3 月 29 日（水）18：30～20：40（終了後は近くの中華屋で懇親会 ～0：30 す
ぎ）
【会 場】すみだ産業会館 会議室５（〒130-0022 東京都墨田区江東橋３丁目９−１０）
【テーマ】NPO サロンの事業を考える②－U-18 フットサル
【演 者】中塚義実（NPO 法人サロン 2002 理事長／筑波大学附属高校）
、本多克己（㈱シックス）
【参加者（会員・メンバー）7 名】
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奥山純一（フットリンク運営者）
、賀川浩（スポーツジャーナリスト）、岸卓巨（日本スポーツ振
興センター）、小池正通（La Esperanza Foundation）、小山基彰（ヒーローインタビュー）
、
中塚義実（筑波大学附属高校）
、本多克己（㈱シックス）
【参加者（未会員）4 名】
大友洋介（武相高校フットサル部顧問）、橘和徳（U-18 富山県フットサル選抜監督／富山いずみ
高校／筑波大 32 期生）
、永松慎二（大阪府連盟技術部 U-18 担当←HP 掲載不可）、国島栄市（ビバ！
サッカー研究会）
【2 次会からの参加】齋藤宣彰（会社役員）、今廣佳郎（会社員）
、佐藤いちろう（靴郎堂本店）
【概要（演者より）
】
NPO 法人サロン 2002 の前身は、1980 年代後半にはじまるサッカーの研究会です。だからサロン
2002 にはサッカー関係の人や話題が多いのですが、1990 年代半ばに FIFA のリードで「誕生」した
フットサルにも、初期のころから多くのサロン会員が関わってきました。過去の月例会で「フット
サル」が何度も取り上げられていることからもわかります（本文末【参考】をご参照ください）。
中でも U-18 年代のフットサルは、オフィシャル大会の整備が遅れたこともあり、サロン 2002 会員
が積極的に支援してきたカテゴリーです。2014 年度の NPO 法人化以降は事業の担い手として、より
積極的に関与するようになりました。
ここ数年で急速に整備が進んだ U-18 フットサル。“理念”を掲げて“熱き思い”で突っ走ってき
ましたが、これからは“現実”を見据えた上で、多くの方の理解を得ながら“継続と発展”を目指
していく段階です。
【文責：安藤裕一】
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2．公開シンポジウム
2016年12月17日に、「日本サッカーのルーツを語ろう！－東京高等師範学校の足跡を中心に－」と題
して、公開シンポジウムを開催しました。2016年は、日本サッカーのルーツである東京高等師範学校(現
筑波大学)フートボール部が創部されてから120年にあたります。第1回近代オリンピックと同じ年に生
まれた同部の出身者が、全国各地の学校に赴任してサッカーの種をまいていったことはよく知られてい
ます。シンポジウムでは、日本サッカーのルーツ、具体的には明治初期に外来文化としてもたらされた
サッカーの導入期から、戦争で中断する昭和初期までを対象とし、近代国家の形成期にあたる当時の人
たちが何を考え、どのような行動を起こし、どうやって今につながる独特の日本のスポーツ環境が形作
られたか、議論されました。78名の参加者にお集まりいただき、懇親会を含めて、さまざまな立場の方
が集い、立場を越えて交流することができました。本シンポジウムの内容については、「NPO 法 人サ
ロン 2002 公開シンポジウム報告書（2016年度版）」として発行しております。

＜NPO法人サロン2002 公開シンポジウム2016＞
テーマ：日本サッカーのルーツを語ろう！－東京高等師範学校の足跡を中心に－
主催： 特定非営利活動法人サロン2002
後援：筑波大学蹴球部同窓会茗友サッカークラブ、(公社)横浜カントリーアンドアスレティッククラブ、
(公財)日本サッカー協会、日本サッカーミュージアム
協力： 日本サッカー史研究会
日時： 2016（平成28）年12月17日（土） 14：00～17：00

（受付13：30～）

会場： 桐陰会館
プログラム：
講演1)日本へのサッカーの移入
講演2)嘉納校長時代の東京高師

演者：スポーツジャーナリスト 賀川 浩
演者：筑波大学体育専門学群長 真田 久

講演3)東京高師の日本サッカーへの貢献 演者：筑波大学付属高校 中塚 義実
講演4)戦後の日本サッカーの思い出
演者：スポーツジャーナリスト 牛木 素吉郎
パネルディスカッション
上記4名の演者（コーディネーター：中塚 義実）
フロアを交えての意見交換
運営：大河原誠二、岸卓巨、笹原勉、嶋崎雅規、遠山諒、中塚義実、本多克己
＜NPO法人サロン2002 公開シンポジウム報告書（2016年度版）＞
寄稿： 細貝 貞夫「日本におけるスポーツの起源－「横濱外人倶楽部」からみた移入期の日本のスポー
ツ」
竹内 宣之「二人の息子には、付属でサッカーをさせる」
後藤 邦夫「わが青春のサッカー記－父（後藤岩男）のあとを追って」
張 寿山「父 張季飛(1930年：昭和五年文一入学)とサッカーと中国」
編集： 春日 大樹、中塚 義実
写真： 本多 克己
テープ起こし：佐藤 緑平、白見 はる菜
【文責：笹原 勉】
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３．「DUO リーグ」事務局業務受託
NPO 法人サロン 2002 では、2016 年 2 月より DUO リーグの事務局を受託しています。
DUO リーグは、
東京都文京区・豊島区・足立区・中央区の高校運動部を中心としたサッカーリーグです。レベルやニー
ズに応じて、
「歯磨き感覚」「引退なし」「補欠ゼロ」でサッカーが楽しめる環境づくりを目指していま
す。優勝チームには、NPO 法人サロン 2002 が実施するスキンプロジェクトで制作した「履けなくなっ
た靴でできた、履けるトロフィー」が贈られます。2016 年度は 8 月に東京リゾート＆スポーツ専門学校
に協力いただき DUO リーガー（DUO リーグ出場選手）を対象とした「栄養学・トレーニング講習会」
も開催しました。

「栄養学・トレーニング講習会」開催

後期 DUO リーグ優勝「筑波大学附属」
【文責：岸卓巨】

４．国際交流事業運営受託
「南大沢マルシェ×国際交流フェスティバル 2016〜音楽・スポーツ・フードで世界と繋が
ろう〜」（2017 年 11 月 26 日・27 日(日)於：南大沢駅駅前広場）
2016（平成 28）年 11 月 26～27 日に南大沢にて開催された「南大沢マルシェ 国際交流フェスティバ
ル 2016～音楽・スポーツ・フードで世界とつながろう～」について、南大沢マルシェ運営実行委員会
より NPO 法人サロン 2002 に対して、スポーツ関連コンテンツのコーディネート依頼がありました。本
依頼に対して特定非営利活動法人サロン 2002 では、そのネットワークを活用し、5 つの団体に協力を
依頼することで、サロン 2002 が継続的に運営しているスキンプロジェクトを含むスポーツ関連コンテ
ンツを企画・運営しました。当日は天候が悪く参加者数は伸び悩みましたが、嶋崎理事や会員の加納
氏・野口氏などにもご協力いただき南大沢駅を利用する多くの方にスポーツに触れていただく機会を
提供しました。
＜ご協力いただいた団体＞
・裸足ランニングクラブ香川：裸足で走るランニングクリニックなどを実施いただきました。
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・Azonto Japan：ガーナ発祥のアゾントダンスを来場客も参加型でご紹介いただきました。
・Takt Eight：八王子のヨガスタジオよりお越しいただき、ヨガレッスンを実施いただきました。
・鬼ごっこ協会：誰でも参加できる鬼ごっこをご紹介いただきました。
・Famagu’on Tano Yan I Tasi：帝京大学の中山京子先生と学生を中心としたグループでグアムのダ
ンスを披露いただきました。
・スキンプロジェクト：当報告書内「３．アート＆リサイクルプロジェクト」参照

朝はヨガレッスンからスタート

多くの方にブースにお立ち寄りいただきました
【文責：岸卓巨】
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4．U-18 リーグチャンピオンズカップ 2017
NPO 法人化したサロン 2002 が初めて toto の助成を受けて主催した U-18 年代のフットサル大会。
その趣旨について、大会プログラムに中塚理事長が挨拶文を寄せているので、以下に転載します。

大会を終えて－ここがスタート！
ノックアウト方式のカップ戦がスポーツの普及に貢献し、総当たり方式のリーグ戦が日常化に貢献す
ることは、国内外の様々な事例からみることができます。サッカーの母国イングランドにおいて、フッ
トボールのルールが統一されて FA ができたのは 1863 年ですが、爆発的に広まったのは 1871 年の FA
カップ創設がきっかけです。この大会によって FA ルールのフットボール（すなわちサッカー）が英国
中、さらに世界中に広がっていくのです。しかしフットボールが日常生活の一部となったのは 1888 年
のフットボールリーグ創設でした。ホーム＆アウェイのゲーム環境によって、選手やチームだけでなく
地域でくらす人々にとって、フットボールが日常生活の一部となっていったのです。
「スポーツを通してのゆたか
カップ戦
リーグ戦
なくらしづくり」を“志”に掲
ノックアウト方式
総当たり方式
げる NPO 法人サロン 2002 は、
（負ければ終わり）
（負けても次がある）
サッカーをはじめとするスポー
短期間
長期間
ツが日常生活の一部となり、
シーズン中の単発イベント
シーズンそのものを形成
人々のくらしに欠かせない文化
として定着することを心より願

非日常的な活動

日常生活の一部

っています。全国各地の同志が
連携しながらそれぞれの現場で、

移動をともなう

生活圏で行われる

主催者が運営

当事者による自主運営

あるいは法人の主催・共催事業

の形で“志”を実現しようと試みています。本事業は“志”の実現のために toto の助成を得て実現しま
した。年度途中の追加助成確定が 11 月でしたので、そこからの本格的な始動です。JFF はもちろん、
地元の東海 FA・FF、静岡県 FA・FF など、多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしました。それでも、
今大会の意義に賛同してチームを派遣して下さった 8 都府県リーグ関係者や静岡県 FA フットサル委員
会の方々の全面的なご支援により、すばらしい大会になったことを大変うれしく思います。心より感謝
申し上げます。
日本のユース年代のスポーツは、高校野球に代表される、長期休暇中のカップ戦が中心でした。しか
し高校生年代の生活とスポーツ活動をバランスよく両立させていくためには、リーグシステムは不可欠
です。サッカーにおいては徐々に整備されていますが、すそ野が広がったフットサルもまた、レベル別・
地域ごとのリーグ環境を整えていく時期に来ていると言えるでしょう。リーグ戦は、誰かが運営してく
れるのではなく、当事者による自主運営、すなわち「あなた自身」が担い手なのです。
全国各地に U-18 フットサルリーグが育ち、日常的なフットサル環境が整ったとき、今大会が成功し
たと言えるでしょう。その意味で、まさに「ここがスタート！」です。
私たちも“志”に沿って、皆さんの試みを応援し続けます。
2017（平成 29）年 1 月
特定非営利活動法人サロン 2002 理事長 中塚義実
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●1 次ラウンド 2017 / 01 / 06 （金）エコパ・メインアリーナ
＜Ａグループ＞

1
1
2
2
3
3

13:00
13:00
15:20
15:20
17:40
17:40

FOOTBOZE FUTSAL U-18
宝塚フットサルクラブ U18
FOOTBOZE FUTSAL U-18
龍谷富山高校
FOOTBOZE FUTSAL U-18
龍谷富山高校

8-0
4-4
10 - 0
6-4
3-2
8-3

龍谷富山高校
エンフレンテ熊本U18
宝塚フットサルクラブ U18
エンフレンテ熊本U18
エンフレンテ熊本U18
宝塚フットサルクラブ U18

＜Ｂグループ＞

1
1
2
2
3
3

14:10
14:10
16:35
16:35
18:50
18:50

PSTCロンドリーナ U-18
HeroFC U18F
PSTCロンドリーナ U-18
日本ウェルネス高等学校 信州筑北
PSTCロンドリーナ U-18
日本ウェルネス高等学校 信州筑北

4-2
3-1
3-2
3-8
0-0
1-9

日本ウェルネス高等学校 信州筑北
アリアンサ フットサルクラブ
HeroFC U18F
アリアンサ フットサルクラブ
アリアンサ フットサルクラブ
HeroFC U18F

●2 次ラウンド 2017 / 01 / 06 （金）エコパ・サブアリーナ
7/8位決定戦
5/6位決定戦
準決勝
準決勝
決勝戦

12:10
13:30
9:30
10:55
15:00

宝塚フットサルクラブ U18
エンフレンテ熊本U18
FOOTBOZE FUTSAL U-18
PSTCロンドリーナ U-18
HeroFC U18F

5-4
4-9
4-5
8-0
2-0
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日本ウェルネス高等学校 信州筑北
アリアンサ フットサルクラブ
HeroFC U18F
龍谷富山高校
PSTCロンドリーナ U-18

5．Gavic Cup ﾕｰｽﾌｯﾄｻﾙ選抜ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2017
3 月 28～30 日、墨田区総合体育館にて「GAVIC CUP ユースフットサル選抜トーナメント 2017」が
開かれました。全国 9 地域から「選抜」された 12 チームによる熱戦は、この年代へのフットサルの定
着と可能性を感じさせるものでした。NPO サロン主催で正月に静岡のエコパアリーナで開かれた「U-18
フットサルリーグチャンピオンズカップ 2017」
で活躍した選手やささえてくださった方々の姿もあり、
とても楽しい 3 日間でした。
決勝は 2 年続けて新潟県選抜と東京都選抜 A の対戦です。昨年は決着がつかず PK 方式で新潟に軍配
が上がり、今年はすでにグループステージで両チームの対戦があり新潟が 4-2 で勝利しています。とは
いえ、今年の東京は戦力充実、良い準備で臨み、何といってもモチベーションが高い…。
けど結果はまたまた 1-1 からの PK 戦、新潟に軍配が上がりました。
東京の選手たちは涙を流すわけでなく、みなさばさばしている印象でした。彼らは次のカテゴリー（大
学 or 社会人）でもフットサルを続けてくれることでしょう。F リーグや日本代表でプレーする選手もい
るだろうと思います。今後が楽しみです。
昨夏の「全日本ユース（U-18）フットサル大会」
（JFA 主催。単独チームの日本一を決める大会）も、
決勝は新潟の帝京長岡高校と東京のフットボウズ・フットサル U-18 でした。中学生年代からフットサ
ルの全国大会で実績を残してきた新潟には「勝者のメンタリティ」が備わっていたのかもしれませんね。
連覇達成、おめでとうございます！
2017.4.1. 中塚義実（スポネットサロン 2002 メンバーへのメーリングリストへの発信より）

2011 年の秋、筑波大学附属高校の体育教官室で中塚さんと U-18 フットサルの全国大会創設に向けて一
歩を踏み出し、翌 3 月には「U-18 フットサルトーナメント」として大会を開催。各地域のフットサル
連盟の皆様と調整して、９地域からチームを選出いただいての開催となりました。作陽、国学院久我山、
松山工などのサッカー強豪校が参加した大会は、
作陽との決勝を延長で制した名古屋オーシャンズ U-18
が優勝し、フットサル勢の面目躍如となりました。
翌年には大会会場で、JFA フットサル委員長の松崎氏、JFF 専務理事の大立目氏などにも参加いただい
てサロン 2002 のシンポジウムを開催し、U-18 フットサルの将来に向けての意見交換を行うこともでき
ました。大会は JFF の主催事業となり、サロン 2002 はスポーツ振興くじ助成の要件を満たすためとい
うこともあり共催として参画してきました。2014 年には JFA 主催の「全日本ユース(U-18)フットサル
大会」が設立され、当初の目標である「Ｕ-18 フットサルの全国大会」が果たされました。
「トーナメン
ト」は「ユースフットサル選抜トーナメント」と名称を変更して開催され、現在では JFF にて助成を受
けての開催が実現していますので、サロン 2002 としては共催という立場にこだわらず、今後も大会を
サポートしていきたいと考えています。本年度からスタートしたリーグで日常的にフットサルをプレー
するチームを対象とした「リーグチャンピオンズカップ」も将来的には JFA、JFF で開催されるべき大
会と考えていますが、全地域でリーグが開催されていない現状ではサロンが担っていく大会ととらえて
います。
2017.4.23. 本多克己
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大会要項（抜粋）





名称
期日
会場

ＧＡＶｉＣ ＣＵＰ ユースフットサル選抜トーナメント 2017
2017 年 3 月 28 日（火）～30 日（木）
墨田区総合体育館（東京都）




主催
共催

一般財団法人日本フットサル連盟
特定非営利活動法人サロン 2002



後援
公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人北海道フットサル連盟、東北フットサ
ル連盟、関東フットサル連盟、北信越フットサル連盟、東海フットサル連盟、関西フットサル連盟、



中国フットサル連盟、四国フットサル連盟、九州フットサル連盟
主管
公益財団法人東京都サッカー協会、東京都フットサル連盟



特別協賛




オフィシャルゲームボール
株式会社ミカサ
協力
株式会社シックス



参加資格

ＧＡＶｉＣ（株式会社ロイヤル）

本大会の参加チームは次のいずれかの要件を満たしていること。
一般財団法人日本フットサル連盟（以下、
「本連盟」という。）に加盟承認された単独チームである
こと。
本連盟に加盟承認された都道府県フットサル連盟の選出チーム（以下、
「選抜チーム」という。
）で
あること。
選抜チームは、都道府県フットサル連盟に加盟するチーム（以下、「加盟チーム」という。
）3 チー
ム以上から選抜された選手により構成されたチームであること。
参加チームの選手は、公益財団法人日本サッカー協会（以下、「日本協会」という。）に、「サッカ
ー2 種または 3 種」
、
「フットサル 1 種、2 種または 3 種」の種別で加盟登録されたチームに所属す
る 1998 年 4 月 2 日以降、2004 年 4 月 1 日以前に生まれた選手であること。男女の性別は問わな
い。
外国籍選手は 1 チームあたり 3 人までの登録を認める。
地域大会において、選手は他のチームで参加していないこと。
参加チームとその数
【次の各号により選出された 12 チーム】
9 地域フットサル連盟から各 1 チーム



開催地から 1 チーム
前年度優勝チーム所属地域から 1 チーム（北信越地域）
前年度準優勝チーム所属地域から 1 チーム（関東地域）
大会形式
1 次ラウンド：12 チームを 4 チームずつ 3 グループに分けてリーグ戦を行い、各グル―プ 1 位チー
ムと各グループ 2 位チームのうち成績上位 1 チーム（計 4 チーム）が決勝ラウンドへ進出する。
順位は、グループ内の勝点合計の多いチームを上位とする。勝点は、勝ち 3、引分け 1、負け 0 と
する。
決勝ラウンド：4 チームによるノックアウト方式で行う。3 位決定戦は行わない。
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大会結果
●A グループ
1 U-18 北海道選抜
1 U-18 宮崎県選抜
2 U-18 北海道選抜
2 U-18 富山県選抜
3 U-18 北海道選抜
3 U-18 富山県選抜
●B グループ
1 岡山県作陽高等学校
1 U-18 大阪府選抜
2 岡山県作陽高等学校
2 U-18 静岡県選抜
3 岡山県作陽高等学校
3 U-18 静岡県選抜
●C グループ
1 松山工業高等学校
1 U-18 宮城県選抜
2 松山工業高等学校
2 U-18 新潟県選抜
3 松山工業高等学校
3 U-18 新潟県選抜

5-0
3-4
2-1
6-10
8-1
3-5

U-18 富山県選抜
U-18 東京都選抜 B
U-18 東京都選抜 B
U-18 宮崎県選抜
U-18 宮崎県選抜
U-18 東京都選抜 B

2-2
5-3
2-4
2-2
3-5
6-3

U-18 静岡県選抜
U-18 千葉県選抜
U-18 千葉県選抜
U-18 大阪府選抜
U-18 大阪府選抜
U-18 千葉県選抜

0-7
0-8
0-7
6-1
1-7
4-2

U-18 新潟県選抜
U-18 東京都選抜 A
U-18 東京都選抜 A
U-18 宮城県選抜
U-18 宮城県選抜
U-18 東京都選抜 A

●決勝ラウンド
準決勝 U-18 新潟県選抜
準決勝 U-18 大阪府選抜

3-2
U-18 北海道選抜
2-6
U-18 東京都選抜 A
2-2
決勝戦 U-18 新潟県選抜
U-18 東京都選抜 A
(PK3 - 2)
得点王の安井嶺芽くん（U-18 新潟県選抜）には賀川浩賞が授与されました。
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7．クーベルタン・嘉納ユースフォーラム 2016
高校生にオリンピック・ムーブメントやオリンピズムを理解させることを主目的として、2 年に一度、
世界各国の「クーベルタンスクール」が集まり、「国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラ
ム（国際 YF）
」が開かれていいます。2017 年 8 月 19～26 日、エストニアで開かれる第 11 回大会への参
加生徒の選考を兼ねた標記フォーラムが、年末の筑波大学で開催されました。2015 年に続く 2 度目の開
催ですが、今回は同時期に中京大学でも開かれ、二つの国内 YF からの選考となりました。また主催を
JOA としたことから「第 4 回ユースセッション in つくば」という冠がつく形となりました。
【主 催】 特定非営利活動法人日本オリンピックアカデミー（NPO法人JOA）
【共 催】 筑波大学オリンピック教育プラットフォーム（CORE）
特定非営利活動法人サロン2002（NPO法人サロン2002）
【期 日】 2016年12月23日（金祝）～25日（日）
【会 場】 筑波大学 ：

体芸棟5C301、5C302、野性の森、虹の広場、第一体育館

筑波研修センター：〒305-0005 茨城県つくば市天久保1-13-5
Tel 029-851-5152
【参加校】 高校生 男子14名、女子16名、計30名（女子17名の予定だったが1名不参加）
・筑波大附属高校

… 男6名、女8名 計14名

・筑波大学附属駒場高校
・筑波大学附属坂戸高校
・帝京高校

… 男3名
計3名
… 男2名、女1名 計3名
… 男2名、女3名、計5名

・自由学園

… 男1名、女4名、計5名（女子1名が体調不良で不参加）

【引率教諭】
所 属

氏名

ふりがな

筑波大附

奥村 準子

おくむらじゅんこ

附属駒場

登坂 太樹

とさかたいき

保健体育（剣道）

附属坂戸

藤原 亮治

ふじはらりょうじ

保健体育(陸上)

帝 京

本田 梨紗

ほんだりさ

男子部

内田 裕之

うちだひろゆき

女子部

山田 恵子

やまだけいこ

所属・担当

氏名

ふりがな

コーディネーター

中塚 義実

なかつかよしみ

自由学園

所属／教科・専門分野
国語（古文/国語教育学)

英語
保健体育(サッカー)
保健体育（体操）

【スタッフ】

筑波大学CORE

NPO法人サロン2002

国際YF経験者

講師

真田 久

さなだ ひさし

所属／教科・専門分野
筑波大学附属高校
NPOサロン2002理事長
筑波大学体育学系教授、体育専門学群長

宮崎 明世

みやざきあきよ

筑波大学体育系准教授

荒牧 亜衣

あらまきあい

大林 太朗

おおばやしたろう

安藤 裕一

あんどうゆういち

嶋崎 雅規

しまざきまさき

筑波大学研究員
(株)GMSSヒューマンラボ代表取締役
NPOサロン2002理事
国際武道大学／NPOサロン2002理事

小池 靖

こいけ やすし

スポネットサロン2002メンバー

皆川 宥子

みながわゆうこ

日本女子大学3年

田原 淳子

たはら じゅんこ

国士舘大学／CIPC副会長

江上 いずみ

えがみいずみ

坂谷 充
杉山 文乃

さかたにみつる
すぎやまあやの
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筑波大学体育系特任助教

筑波大学客員教授
筑波大学体育系特任助教
筑波大学アダプテッド体育・スポーツ学研究室

【日程と主な内容】

＜12月23日（金祝）＞
◆12：00～12：30 受付（5C301）
◆12：30～13：45 ガイダンス／参加校紹介
１）あいさつ（真田久／CORE 事務局長）
２）ガイダンス（中塚義実／NPO サロン 2002 理事
長・コーディネーター）
３）参加校紹介
各校 5～10 分で、事前に用意してきたスライドを
用いて紹介。→「野性の森」へ移動
◆14：15～19：45 野外活動・飯盒炊爨
筑波大学野外運動研究室の坂谷充氏（筑波大学体
育系特任助教）ほか 4 名のスタッフで進行。
１）体ほぐし＆グルーピング
・全体で簡易ゲームで体と心をほぐす（2 人組の体ほぐし運動、ジャンケンゲームなど）
・男女今後、学校混合の 4 班つくり、それぞれに野外研究室の教員・院生・学生がつく
２）グループごとに A.S.E.（Action Socialization Experience）
円陣ボール投げ（名前を呼ぶ）／丸太の上を全員で移動／全員で手つなぎ→ほどく／全員で綱渡り／
全員で壁を乗り越える／ターザン／地蔵倒し／
これらのうちからグループごとに 4～5 種目
３）野外パーティ
・グループごとに異なる料理を作る
19：45 「野性の森」出発
徒歩で研修センターへ
20：00 研修センター着 入浴・自由時間
◆20：20～21：10 教師 MTG
◆22：30 門限
◆23：00 消灯

初日は天候に恵まれたのが何よりでした。野外活
動ではスタッフの方々の働きかけが素晴らしく、参
加生徒は一気に打ち解ける初日のプログラムでした。
研修センターは個室なので、門限まではロビーや
友だちの部屋で過ごしていますが、23 時の時点では
男子も女子も静かになっていました。疲れ切ってい
たのかもしれません。

＜12月24日（土）＞
◆ 6：30 起床・ラジオ体操
◆ 7：00 朝食
8：00 出発（徒歩約20分）
◆ 8：40～ 9：35 講義①ピエール・・ド・クーベ
ルタン（田原淳子／CIPC副会長）
◆ 9：45～10：15 講義②嘉納治五郎（真田久／CORE事務局長）
◆10：15～10：50 講義③ボランティアのおもてなしとマナ－（江上いずみ／筑波大学客員教授）
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◆11：00～12：30
演習①：OVEP教材を用いたグループ活動
「仮想 オリンピックミュージアム」
6グループつくり、
「仮想 オリンピック・ミュー
ジアム」を考える。考えたことを発表、さらに全員
で彫像となる。

時間は短かったのですが、生徒たちはよく考え、
意見を出し合い、表現していました。もう少し時間
があればもっと深めることができたでしょう。
◆12：30～13：45 昼食・休憩
・まずは全員で大学会館へ移動。
嘉納治五郎像前で集合写真
・次に大学会館のギャラリーへ。
・全員で第二第三エリア（食堂が充実）へ移動。
一時解散して昼食
・13：45 再集合。全員で「虹の広場」へ
◆14：00 実技①クロスカントリー
全員でコース確認、ウォームアップ。その後各自
でアップ。1周760mの周回コースを、男子は４周、
女子は３周。男子の5分後に女子スタート。
男女の優勝者には真田氏より『気概と行動の教育
者

嘉納治五郎』が寄贈（真田先生サイン入り）

◆15：00 実技② スポーツ交流－アダプテッドス
ポーツの体験 於第一体育館
筑波大学アダプテッド体育・スポーツ学研究室の
杉山文乃氏（大学院生）ほか5名のスタッフが指導。
１）チーム分け・自己紹介
２）パラスポーツ体験
①車いすポートボール
②シッティングバレー
③ボッチャ
３）パラリンピックについて
４）アダプテッドスポーツをつくろう
高価な（1台20万円）車いすでのポートボールは

ここでしかできない貴重な体験です。しかしそれ以上に、自分たちに合ったルールを作って楽しむとい
う「アダプテッド」の考えに触れ、「簡単な工夫でいろんな人とスポーツを楽しむ」経験が、生徒たち
にとっては貴重だったと感じました。
17：40に実技終了。
「筑波大学中央」バス停よりバスで研修センター付近まで移動。
◆18：30 夕食、入浴
◆19：30 演習②：オリンピック・パラリンピックについての英語による討議（使用言語は英語）
性別・学校が分かれるよう6班に分かれ、英語による討議を行った。テーマは「2020年に向けて自分
たちには何ができるか」
。21時になったら日本語解禁。翌日の発表（各班5分間でポスターを用いて発表）
の準備を行った。
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終わったグループから解散
◆21：10～21：40 教師MTG
◆22：30 門限
◆23：00 消灯

グループ討議を終えて和室を出てからも、翌日の
発表準備をしているところが多数ありました。各自
の部屋へ戻ってからは、翌日の筆記試験の準備をし
ている生徒が多かったようです。
盛り沢山で密度の濃い一日でした。

＜12月25日（日）＞
◆6：30 起床・ラジオ体操
◆7：00 朝食 → 8：00ごろ出発して筑波大学へ移動（徒歩約20分）
◆9：00～10：00 演習②の報告
各班 5 分程度のプレゼンテーション。その後、質疑。
◆10：10～11：10 筆記テスト
◆11：10～12：10 クロージング
スタッフ、引率教諭、コーディネーター（中塚）、スクールマスター（真田）の順に、大人全員がコ
メントし、最後に真田氏より修了証と記念バッジが各参加者に手渡された。
【参加生徒のコメント】
・野外活動で仲良くなった仲間たちと、2 日目にはグループ活動で協力しながらオリンピズムを学ぶと
いうプログラムの流れがとても良かった。自然の中、講義室、体育館など、それぞれ場所も分野も全
く違うプログラムなのに、そのどれもが 2020 につながる大切なものがぎゅっとつまった充実したも
ので、オリンピズムは日常のいろいろなところに隠れているのだと気付いた（筑波大附 1 年）
・クーベルタンの思想やアダプテッドスポーツの考え方など、自分が今まで考えていた部分とつながる
こともあれば全く新しい考えもあり、とても興味深かった（自由学園 2 年）
・他の学校の人たちとの雰囲気の差に怖気づいていた部分も当初はあったが、同じ高校生同士すぐうち
とけられた。他校の生徒はある意味異文化であり、それらと交流し合うことはとても楽しく、コミュ
ニケーションの面白さの真髄を感じることができた（附属駒場 1 年）
・英語の討議では、最初は英語を話すことができない不安だらけだったが、実際にやってみると、英語
が話せないなりに、自分の言いたいことを伝えることができたと思うのでおもしろかったし、いい経
験になったし、少し自信がついた（筑波大附 1 年）
・ここにきて感じた一番のことは世界の広さです。自分は留学して少し人と違うことをして浮かれてい
たけど、そうじゃだめだと実感した。まだまだ自分は井の中の蛙だと思った。ここに来てオリンピッ
クやクーベルタンのことも吸収できたが、一番の収穫はこのことに気づけたことだ（帝京 2 年）
・今回のユースフォーラムを通し、改めてオリンピックの意義や、オリンピックの持つ教育的役割につ
いて知り、考えることができました。オリンピックはただ観戦するのではなく、オリンピックの持つ
本質的な価値、パラリンピック種目への理解が大事であることを学びました。今回得た知識と意見を
まとめて友人に伝える最も重要であると私は考えています」
（附属坂戸 1 年）
2 泊 3 日の国内 YF は、高校生にとっても大人にとっても充実した時間でした。
【文責：中塚義実】
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８．アート＆リサイクルプロジェクト
2017 年 11 月 27 日(日)南大沢駅駅前広場
「南大沢マルシェ×国際交流フェスティバル 2016〜音楽・スポーツ・フードで世界と繋がろう〜」で
のコインケースづくりブース出展（講師：小澤圭史氏）
南大沢マルシェ運営実行委員会より依頼を受け、NPO 法人サロン 2002 が国際交流事業の一環として協
力した「南大沢マルシェ×国際交流フェスティバル 2016〜音楽・スポーツ・フードで世界と繋がろう〜」
にて、サッカーボールの革を活用したコインケース作りのブースを出展しました。講師はこれまでも何
度かスキンプロジェクトに協力いただいている小澤圭史氏に務めていただき、週末に南大沢駅を利用す
る家族連れなど総勢 50 名程度がワークショップに参加しました。ワークショップ参加者以外にも、立
ち止まってワークショップの様子を見る人が多く、途中から雨が降る中での実施となってしまいました
が、スポーツの場ではない駅前という不特定多数の人が通行する場所でワークショップを実施し、多く
の人にスキンプロジェクトを知ってもらえたことは成果として考えられます。

2017 年 3 月 30 日(木)墨田区総合体育館
「GAVIC CUP ユースフットサル選抜トーナメント 2017」に合わせてワークショップを実施
（講師：佐藤いちろう氏・青木伸彦氏）
3 月 30 日、準決勝と決勝の間の時間を使い、サブアリーナにて「リサイクルプロジェクト（スキン
プロジェクト）」が展開されました。今年も佐藤いちろう氏と青木伸彦氏によるワークショップです。
「使えなくなったサッカーボールからキーケースを作る」ことには 5 人の高校生が取り組みました。
いずれもスタンドで暇そうにしていた自由学園高校フットサル部の生徒たちです。最初は「何が始ま
るのかなあ」という感じでしたが、やり始めると相当のめり込み、かなりよいものができました。「使
い終わったラインテープの芯からペン立てを作る」のには、お母さんと子ども二人の家族、および取
材に来ていたカメラマン一人の計 4 名が取り組みました。やはりスタンドで暇そうにしていた子ども
たちに“謎のおじさん（中塚）”が声をかけたものです。半信半疑ながらやって来た小学校低学年ぐ
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らいのお兄ちゃん。やってみるとおもしろくなり、弟とお母さんも参加してくれました。怪しいおっ
さんについてくるのは危険かもしらんけど、来てみるといいこともある。すごく喜んでいました。 ワ
ークショップの時間設定と告知には依然として課題が残ります。たっぷり準備してくださったにもか
かわらず計 9 名だけの参加は少なく、申し訳ないと思いますが、参加者は大満足です。いちろう君、
青木さんも「またやろう！」と言ってくれました。やりましょう！
（2017.4.1 付理事長メールより転載）
【文責：岸卓巨】

9．Non-Border Football Project 2016
2016 年 9 月 4 日に「Non-Border Football Project 2016」を浅草にて実施しました。本イベントは「サ
ッカーを通じて”Border”を飛び越える楽しみを味わおう」をスローガンに、性別、年齢、国籍などを一
切問わずフットサルを通じて交流するイベントです。
今年度は更に、
「Sport for Tomorrow」の認定事業として実施することもできました。また、昨年度
同様に会場にて、募金活動を行いました。寄付金は「ネパール野球ラリグラスの会」を通じて現地での
震災復興、野球の普及活動の資金として使われることとなります。
当日の様子につきましては昨年度と同様に、Facebook 上のサロン 2002 ページにて公開しておりますの
で、よろしければそちらもご確認いただければ幸いです。

＜Non-Border Football Project 2016＞
主催：特定非営利法人サロン 2002
日時：2016（平成 28 年）年 9 月 4 日（日）16:00~18:00（15:30 受付）
会場：ROX・3G スーパーマルチコート
プログラム：
16:00 開会挨拶⇒ウォームアップ&アイスブレイク
16:30 試合開始
18:00 試合終了⇒閉会挨拶・片づけ
（片づけ終了後、懇親会を実施）
イベント内容：
・フットサルの試合
・”Non-Border Football Project”フラッグ作成
・ネパール支援募金活動
運営：春日大樹、岸卓巨
【文責：春日大樹】
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試合中の様子

フラッグ作成の様子

イベント終了後。参加者・作成したフラッグと記念撮影。
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10．SPORT FOR TOMORROW 事業への参加
SPORT FOR TOMORROW（以下、SFT）は、2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会を東京
に招致する際、IOC 総会において安部晋三首相が発表したことをきっかけに始まった日本政府が推進
する国際交流事業です。2014 年から 2020 年までの 7 年間で、開発途上国をはじめとする 100 カ国以
上・1000 万人以上を対象としたあらゆる世代の人々にスポーツの価値を広げていく取り組みです。SFT
はこのムーブメントを官民連携により推進していくために SFT コンソーシアムを設置し、現在 300 団
体を超える競技団体・大学・NGO/NPO・民間企業・自治体などが加盟しています。サロン 2002 事務
局の岸が SFT コンソーシアムの事務局を務めていることから、NPO 法人サロン 2002 も 2016 年 1 月よ
り当コンソーシアムに加盟しています。2016 年度は 12 月に開催された「会員交流会」に嶋崎理事・
安藤理事が出席した他、外務省が中心となって進めるケニアのソマリア難民キャンプへのサッカーボ
ール寄贈についてサロン 2002 のメーリングリストで協力者を募集し、サロン 2002 の会員で筑波大学
大学院コーチング学専攻・桐朋高等学校サッカー部コーチの森正憲氏と DUO リーグ加盟クラブより
ボールを提供いただきました。
参考：SFT ホームページ

http://www.sport4tomorrow.jp/jp/

SFT Facebook ページ https://www.facebook.com/sport4tomorrow/

＜NPO 法人サロン 2002 会員・メンバーの皆様へ＞
① 開発途上国へのスポーツ支援活動やスポーツを通した交流事業を実施される機会がございまし
た らご連絡ください。サロン 2002 が関わることで、SFT 認定事業としての申請や SFT のネット
ワーク で協力者を得られる可能性があります。
②

SFT コンソーシアム事務局では SFT 関連の事業やイベントに関する情報配信を行っておりま

す。 配信先としてのメールアドレス登録を希望される方がいらっしゃいましたらご連絡ください。
本件に関する問い合わせ・連絡先：岸卓巨 takumi.kishi@jpnsport.go.jp
【文責：岸卓巨】
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11．事務局報告
1. 2016 年度 NPO 法人サロン 2002 会員・スポネットサロンメンバー数
NPO 法人サロン 2002 会員数
29 名
スポネットサロン 2002 メンバー数

63 名

2. 2016 年度役員・事務局
理事長
中塚義実
副理事長 笹原勉
理事
監事

安藤裕一、嶋崎雅規、本多克己、松下徹、関谷綾子、竹中茂雄
茅野英一

事務局

岸卓巨、春日大樹、遠山諒

3. 事業内容

4月
5月
6月
7月

8月
9月

10 月
11 月

12 月

1月

2月
3月

4 月月例会「海外サッカー中継の舞台裏」
5 月月例会「サッカー、ドイツ、通訳」
2016 年度サロン 2002 総会・6 月月例会（意見交換会）
7 月月例会「ある女子サッカー選手の異文化体験−アメリカ、スウェーデン、ザン
ビア」
DUO リーグ「栄養学・トレーニング講習会」開催
8 月月例会「EURO2016 とリオ五輪を振り返って」
9 月月例会「日本初女子 A 級レフリー世界へ羽ばたく―リオデジャネイロオリン
ピック ラグビー協議報告」
Non-Border Football Project2016 開催
10 月月例会「リオデジャネイロ五輪における柔道日本代表の情報サポート」
11 月月例会「「ゆたかなくらし」作りに独自の方法で挑むスポーツドクター安藤
がモンゴルで考えたこと」
「南大沢マルシェ×国際交流フェスティバル 2016 への協力
公開シンポジウム「日本サッカーのルーツを語ろう！―東京高等師範学校の足跡
を中心に」
「クーベルタン・嘉納ユースフォーラム 2016」共催
「U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ」主催
1 月月例会「NPO 法人サロン 2002 の事業を考える①―公開シンポジウム」
2016 年度臨時総会
2 月月例会「FC バルセロナ・カンテラ出身久保建英君（FC 東京）を巡るメディア
の在り方と正しいバルセロナ・ペーニャの作り方」
3 月月例会「NPO サロンの事業を考える②−U-18 フットサル」
「GAVIC CUP ユースフットサル選抜トーナメント 2017」共催
スキンプロジェクト実施
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この一年を振り返って
我々の 2016 年度の大きな飛躍としては、サロン 2002 の事業として初めてスポーツ振興くじ（toto）
助成を受け、「U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ」を実施したことが挙げられます。toto 助
成金の獲得は、NPO 法人化によって可能となったことです。2017 年度も、U-18 フットサルリーグチャ
ンピオンズカップ 2018 及び広報誌によるスポーツ情報の発信についての同助成を受けられることにな
りました。助成によって経済面で運営に余裕が出るようになったのは喜ばしいことですが、同時にサロ
ン 2002 が大きな社会的責任を担うようになったことを意味します。そのことを十分に自覚して、今後
も「サッカー・スポーツを通しての"ゆたかなくらしづくり"」という"志"を忘れずに日々の活動に努め
たいと思います。
2016 年度には、リオデジャネイロ・オリンピックに関するテーマでの月例会が 3 回開催されました。
現地での観戦者・取材者の立場、日本初のラグビー女子 A 級レフリーとして競技をジャッジした立場、
柔道日本代表のサポートスタッフとして参加した立場からの発表で、通常ではなかなか聞くことのでき
ないオリンピックの側面を理解できる、サロン 2002 ならではの報告でした。また、サッカーに関する
月例会も、テレビ中継、通訳、女子選手の異文化体験、FC バルセロナのカンテラ等、こちらも非常に
興味深い話題についての発表と意見交換が行われ、参加者は十分に満足されたと信じています。2016 年
度の月例会の平均参加者は 15.3 名、前年度の 15.9 名より若干減少しています。内容の濃さを考えれば、
もっと多くの方々に参加していただける余地は大いにあると思います。
2016 年度の公開シンポジウムは、
「日本サッカーのルーツを語ろう！ －東京高等師範学校の足跡を中
心に－」というテーマで開催しました。会場には当時活躍された選手のご家族も多く参加され、若手参
加者からは日本サッカーの奥深さを知ることができたと、好意的な感想が寄せられました。シンポジウ
ムの参加者は 78 名を数え、前年度の 56 名より 4 割ほど増加しています。シンポジウムについては、毎
年報告書を印刷してメンバーや関係者に送付してきましたが、2016 年度は、初の試みとしてシンポジウ
ム参加者にも可能な限り報告書を送付しました。活動の成果を広く社会にフィードバックしていくとの
活動目的に基づいて行ったことです。2017 年度には、toto の助成を受けて、シンポジウムの報告に留ま
らず、グレードアップした広報誌として編集、配布を行うつもりです。
2016 年度は、スポーツの持つ可能性を様々な形で広げていく活動も、活発に行われました。以前から
行っている「クーベルタン・嘉納ユースフォーラム 2016」や「アート＆スキンプロジェクト」
、2 年目
を迎えた Non-Border Football Project に続き、新たに日本政府が推進する Sport for Tomorrow コンソーシ
アムに加盟しました。サロンのネットワークを通じて、開発途上国へのスポーツ支援活動やスポーツを
通した交流事業に取り組んでいます。また「南大沢マルシェ 国際交流フェスティバル 2016」において
スポーツ関連コンテンツを企画・運営し、南大沢駅を利用する多くの方々にスポーツに触れていただき
ました。
一方、運営面においては、今まで何度も話題となっている個人商店からの脱却が、いまだ緒に就いた
ばかりです。公開シンポジウムは、プロジェクトチームを作って準備運営を行ったのは良かったのです
が、報告書の作成まで意識が行きわたらず、最終的には理事長に頼ってしまったのは大きな反省です。
中塚理事長に集中している運営ノウハウを見える化し、個人に頼らず組織で各事業を実施する体制を築
くことが急務です。役員・会員・メンバーの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
2017（平成 29）年 5 月
特定非営利活動法人サロン 2002
副理事長 笹原勉
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