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西長沢公園拠点

バオムフットボールクラブ

出場84チーム

4位入賞

『第36回川崎市春季低学年サッカー大会』

バオムFC川崎は、NPO法人バオムフ
ットボールクラブが運営をしている1
才から生涯スポーツを楽しめるクラブ
を目指し長沢地域を中心に活動して
いるサッカークラブ。
自主自立を育成理念に、子どもたち
の今ではなく、数年後を見据えた育成
をサッカーを通して行っていきたいと
いう思いのもと現代表前村氏が2012
年に前団体バオムサッカークリニック
を設立。
2017年法人化と共にクラブ名も改
称され、現在は幼児、小学生のサッカ
ーチームとボール運動を中心とした2
才〜6才のキッズクラスを行っている
（今回入賞した現2年生チームの代が
キッズクラス一期生）
総勢130名以上の子どもたちがバオムメソッドを通して、サッカー技術のみならず様々なことを学び、経験
し、一人ひとりが自主性を育みながら日々成長している。

発足３年目の快挙

西長沢公園を中心に練習をしている
「バオムフットボールクラブ」が第36回川崎市春期低学
年サッカー大会において、出場84チーム中「第４位」に入賞した。
「バオムフットボールクラブ」
ジュニアチーム発足3年目にして初快挙だ。

Vol.53
Vol.33

代表の前村氏は選手としては出身地山梨のJリーグチームヴァンフォーレ甲府U15、U18でプレーをし後に専修大学へ進学。卒業1年目で本団体
を設立された。その後スペインの名門レアル・マドリードが主催する
「レアルマドリードファンデーションサッカースクール」
で指導に携わり、
日本の
数十年先をいくとも言われる世界の育成を学んだ。
（現バオムコーチ今井氏も上記スクールの出身。）
毎年定期的に指導者研修として、
スペインのマドリードへ行って世界の育成を学んでいるという。
楠木力玖斗選手コメント
（今大会でキャプテンを務めた）
一4位という順位の感想は？
バディに負けて悔しかったけど4位になれたことはみんなで頑張ったので嬉しかった。
一最後勝てなかった相手にあって自分たちに無かったものは？
シュート力が相手の方が強かった。
ディフェンスの時に体の入れ方がうまい選手が多かった。
一これからの目標は？
3年生になったらまた区大会と市大会があるので、
その時には勝てるように練習していきたい。
前村コーチコメント

ૼλׇՃѪᨼɶὲ
ᵐബẦỤܖݱဃộỂỉ
࠰ݲὉᧈڡݲඑ؏עẦỤ
ᵨἼὊỾὊửὲὲ

試合を経験していく中で、子どもたちがシーンごとに相手の状況を見て、攻撃も
守備も考えてプレーをできるようになっていったことがこの入賞の一番の要因だ
ワクワクする情報を日々発信。
と思う。
長沢の元気な子どもたちがグラウンドで
他の上位進出チームと技術的には変わらないしむしろ劣るくらいと思うが、状況
汗する光景がステキ。
を判断する力で上回れた試合が区予選から通して多かったと思っている。
少年サッカーでは自由にプレーしようという風潮があるが、状況を判断した上
Instagram
でという大前提を知らない子が多い中、今回バオムの選手はそこをしっかり大会
https://www.instagram.com/baum̲fc̲kawasaki
を通して養っていけたと思う。

諏訪社祭礼に参加して

お問合せ：長沢まちづくり協議会

田園調布学園大学和ゼミ
４年 田中翔大

原山・小田］高部、丸山、秋元

先日︑諏 訪 社 祭 礼に昨 年 と 同 様︑今 坂 餅の販 売
と 長 沢 商 店 会 の 出 店 の お 手 伝 いを さ せ ていた だ
きました︒
今坂餅は︑江戸時代から続く伝統のあるお餅で１
日目は神棚に飾り︑２日目に少し硬くなったお餅
を食べるのが昔からの食べ方らしくとても面白い
お話を聞けました︒
今年は１日目のみの参加しかできませんでした
が ２日 目 は SNS等 を み る と﹁川 崎 純 情 小 町 ☆﹂さ
んが来て子どもから大人まで盛り上がっている様
子でとても楽しそうでした！
諏訪社のお祭りは盆踊りとはまた違った雰囲気
で地域の暖かさや賑やかさが伝わってきました！
和ゼミ４年生としては今回の諏訪社のお祭りで
長沢での活動が最後になってしまいましたがしっ
かり次の後輩に引き継ぎ︑今後も長沢を盛り上げ
ていき たいと 思っていま す︒あ り が と う ご ざいま
した︒

（写真）左から川上、田中［長沢商店会

TEL.044-976-0540（ASA南生田）

発行：長沢まちづくり協議会 2019年10月11日
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〜秋の味覚を食べる〜
サツマイモとカボチャのパウンドケーキ

「忘・新年会 ご予約承ります」
寿司・刺身
旬のもの

【材料】
サツマイモ100g
カボチャ100g
ホットケーキミックス100g
①まず、
オーブンを170度に予熱しておきます。
卵1個
②サツマイモとカボチャは1センチ角に切り、電子レンジなどで柔らかく
牛乳40cc
しておいてください。
サラダ油30g
③ホットケーキミックスに卵、牛乳、
きび糖、サラダ油を混ぜ合わせます。
きび糖30g
④さらに、分量の半量のサツマイモ、
カボチャ、
さっくり混ぜます。
黒ゴマ適量

食い処 さだくら

（餅坂バス停側）

東百合丘2-27-1 ☎. 742-6623
営業時間 平日・土曜 17:30-22:00
日曜 11:30-14:00 17:00-22:00
定休日 木曜日
カード支払い不可

⑤パウンド型に、④を流し込み、上に残りのサツマイモ、
カボチャを乗せ、
黒ごまをふりかけます。
⑥オーブンで35〜40分焼きます。
竹串を刺して、何もついてこなければ、完成です。

『学童保育てとてきっず』
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新一年生利用申し込み受付開始

長沢エリアに新しくできた民間の学童保育所
です。小学生の放課後をより安全で充実した時
間へ！定員10名の少人数保育。一人一人しっか
り向き合います。

加盟店舗で開催

【入所説明会】
11月9日(土)13:00・要予約
9日以降随時説明会、入所希望を受け付けます
のでご都合の良い日程をご相談ください♪
てとてきっずでのできごとや、イ
ベントレポート日常写真など最
新情報はInstagramより配信☆
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【お問い合わせ】
gakudouhoiku.tetote@gmail.com
080−6865−2035（担当:ワタナベ）
〒214−0036
多摩区南生田5−14−11サンライズビル203
バス停「生田高校前」下車徒歩1分

2019年度聖マリアンナ医科大学『オープンホスピタル』
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オープンホスピタルとは、地域の皆様へ健康づくりのお手伝いを目指して誕生した
体験型コミュニティです。普段は気軽に入れない大学病院を１日限定で開放します。

頭 の 体 操 クロスワードクイズ
リニューアル No.５

□のマスに答えを書いて、 のマスの 難易度 ★★☆☆☆
文字を並べ替えると秋に関係した言葉になります。
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▶前号の回答
女心と秋の空

ửὲὲ
ỤᵨἼὊỾὊ Ểỉ࠰ݲὉڡݲ
ᧈඑ؏עẦ
ဃộ
ܖ
ݱ
Ụ
ᵐബẦ

ᨼɶὲ

問題

Ѫ
ૼλׇՃ

イラストのことわざは？
正解者には、粗品（クオ
カードなど）を進呈しま
した(^.^)

［練習場］西長沢公園・長沢小学校 他

ŏőŐ༹૽ȁΨθέΛΠδȜσ·ρή
「自分で考え、判断し、
自分で行動できる子ど

育成理念

クロスワードクイズ 挑戦者求む！！
★縦のヒント
1. 川崎市の友好都市、リエカ市のある●●●●●共和国

4. 背に●●は変えられぬ
6. 正月に健康と長寿を祈って飲む物
8. 他人から言われなくても自分のことは自分でわかることを

11. 写真集も発売された東山動物園で有名なイケメン●●●
12. 議会や試合中に飛んでくる批判的な言葉
★横のヒント

7. 亜細亜は何と読む
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9.６月第３週日曜日は●●の日

「つながる新聞」は、ほぼ月1回発行しています。
長沢地域の情報を気ままに発信中！
！

12. 生田高校・百合丘高校の校章の植物
13. 北アフリカ鍋料理で使う鍋の名称

＊締切10/25
答えの分かった方は・
・
・
右記まで（答え・お名前・住所・連絡先(FAXある方)）をお知らせください。
提供：ASA南生田／高橋工務店
正解者から抽選で若干名様に粗品を進呈します。
当選者は、
「賞品の発送をもってかえさせていただいています。
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5. 事業で再構築を表す言葉

楽しいことが大好きな町の工務店からの出題！
！
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1. 肉や魚を煙で燻して作る料理

問題作成：Mari（高橋工務店）

すので、
チーム活動における引率やお当番等

TEL.080-1229-9623（前村代表）
http://baumsoccerclinic.com

3. オクラホマミキサーで有名な●●取りゲーム

10. 体脂肪が過剰に貯蓄している状態

そのため、子どもたちの自立を心掛けていま

保護者様のお手伝いは一切ありません。

2.100 円ショップで売り上げ No2 のお店は●●●

意味する４字熟語、冷暖●●

もを育てる！
！」
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編集：高橋工務店

「頭の体操」は地域の皆さんが楽し
める内容にしたいと思っています。
ご応募お待ちしています。
らぶながさわ
［情報提供］
ASA南生田 TEL.976-0540 までお願いします。
ながさわ魅力伝え隊
スタッフ一同

印刷：ASA南生田（ASA南生田より新聞折込されます。
）

