
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブのスポーツ事業として活動している、サッカーチーム FC 網走各カテゴリーの全てのサッカー大会が終了い

たしました。 

各種大会でも好成績を収めるなど、充実したシーズンとなりました。チームはそれぞれ室内での活動に移り、フットサル

大会に向けた練習や、来春の活動のスタートに向け練習に励んでおります。 

～各チームの主な戦績～ 

◎FC網走 (社会人チーム)  

  ・第 15回道東ブロックリーグ…5位 

◎FC網走 U-15 (中学生チーム)  

  ・第 23回北海道クラブユースサッカー選手権大会…2回戦敗退 

・第 9回道東ブロックカブスリーグ U-15… 準優勝  

  ・道東ブロックカブスチャレンジリーグ U-13…準優勝 

◎FC網走 U-12 (小学生チーム)  

  ・網走地区 U-12サッカーリーグ 

   U-12A 前期 U-12斜網リーグ…優勝 / 後期 U-12 トップリーグ…優勝(道東ブロック予選出場) 

   U-12B 前期 U-12斜網リーグ…4位 / 後期 U-12斜網リーグ…優勝 

   U-10  前期 U-10斜網リーグ…優勝 / 後期 U-10 トップリーグ…優勝 

  ・第 13回オホーツク二建会旗 U-10大会 …優勝(北北海道大会出場ベスト 16) 

  ・バーモンドカップ第 27回全日本少年フットサル大会北海道予選…ベスト 8 

  ・2017 ロバパン CUP第 49回全道(U-12)サッカー少年団大会網走地区予選…第 3位  

  ・トラック協会杯第 29回全道少年団(U-11)サッカー大会…地区大会優勝 / 全道大会ベスト 16 

  ・第 15回 JA全農チビリンピック(U-11)網走地区予選…優勝 / 来年 4月に開催される全道大会へ出場 

  ・社明杯 

   U-12 カテゴリー  U-12…優勝 / U-11…準優勝 

   U-10 カテゴリー  U-10A…第 3位 / U-10B…１回戦敗退 

   U-8 カテゴリー   U-8…準優勝 

  ・オホーツクジュニアカップ 

   A クラス(U-12)  U-12…準優勝 / U-11…優勝 

   B クラス(U-10)  U-10A…第 3位 / U-10B…１回戦敗退 

   C クラス(U-8)   U-8…１回戦敗退 

◎FC網走 menina (女子小中学生チーム) 

 meninaU-12(女子小学生チーム) 

  ・網走地区 U-10サッカーリーグ…前期 U-10斜網リーグ…4位 / 後期 U-10斜網リーグ…優勝   

・第 5回熊谷・高瀬杯ガールズ(U-12)サッカー大会…予選 3位 / 3位トーナメント準優勝 

  ・社明杯 U-10 カテゴリー…１回戦敗退 

・オホーツクジュニアカップ B クラス(U-10)…準優勝 

  ・室蘭地区ガールズ交流大会 2017…２勝１分４敗 

 meninaU-15(女子中学生チーム) 

  ・第 25回北海道女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 出場 (レファ FC との合同チームで参加) 

    １回戦敗退 (対 釧路リベラルティ 0-6)  

  ・第 1回オホーツク U-12サッカーフェスティバル 出場 (中学 1年生～小学４年生で参加) 

※詳細は各チーム facebookページ、クラブ HPにてご紹介しております。 

2017年 11月  

スポーツを通じていきいきと生き甲斐のある社会づくりを目指して！   
    健常障がいの垣根をこえた同じフィールドで皆笑顔！ 

特定非営利活動法人 

あばしりスポーツクラブ 
〒093-007４ 

網走市北４条西３丁目５-１５ 

TEL：0152-67-7939 

FAX：0152-67-7991 
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2 

 

女子サッカーの普及促進に向け、今年度より月に１度、「JFA なでしこひ

ろば at FC網走menina」と題し、女の子だけのサッカー教室をはじめました。

開始当初は参加人数も数名という教室が多かったものの、少しずつ認知度

も上がり、網走市内のみならず近隣の市町村からの参加者も増え、ここ数

か月は３０名近い参加人数の中での開催が出来ています。 

また、８月には なでしこチャレンジリーグ に所属する北海道の女子サッ

カーチーム、《ノルディーア北海道》より浮田あきなコーチをお招きし、「夏

休み特別開催なでしこサッカークリニック」も開催。晴天の中、斜網地区を

中心に２６名の女の子が参加。元気に走り回りサッカーを楽しんでくれまし

た。 

今後も FC網走meninaの活動とともに、地域に女子サッカーの文化を根

付かせていけるよう、活動を続けていきたいと思います。 

 

 毎月第２土曜日を基本に、南小学校体育館にて小学

１～２年生と幼児を対象に「きっずサッカースクール」を

開催しています。 

今年で８年目を迎え、地域の皆様にも少しずつではあり

ますが知っていただく事ができ、毎月２０名近いお子さん

が参加してくれています。 

１１月３日の文化の日に北見市で開催された「JFA キ

ッズフェスティバル」にも参加し、鬼ごっこやボールを使っ

たメニューのほか、最後は一生懸命にボールを追いかけ

ミニゲームを楽しんでいました。 

 

 
 

毎月の月曜日を基本に月２回北コミセンにて定期開催している、

「放課後きっずスクール」のメニューとして用いている、子どものボー

ル遊びプログラム「バルシューレ」を使った出前スクールを、１０月２８

日(土)網走藤幼稚園の親子１６組、こども園に通う園児１１名、先生

6名の計４９名の皆さんを対象に『親子運動あそび教室』と題し、開催

してきました。 

今回は『親子で楽しめるゲーム』をテーマに、身の回りにあるボール

やタオルを用いたゲームを 90 分間楽しんでいただきました。参加さ

れた子供たちはもちろん、普段なかなかお子さんと遊ぶ時間がとりに

くい現代社会において、遊びを通じて親子のコミュニケーションを図る

機会になったと、参加された保護者の皆さんからも大変ご好評をいた

だきました。 

 今後もサッカーやバルシューレを活用し、様々な団体の皆さんのニ

ーズに合わせた活動を行いながら、あそびの中からスポーツの楽しさ

に触れてもらえる機会作りをしていきたいと思います。 
 

☆各スクールの詳細・日程等につきましては、 

クラブホームページでご案内しております☆ 

ｈｔｔｐ：//npoasc.jp/ または あばしりスポーツクラブ 
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6月 18日(日)に毎年行っている、クラブ事務所兼障がい福祉サービ

ス事業所ラポール兼 FC 網走事務所の、町内会清掃活動を行いまし

た。 

ラポール利用者さんをはじめ、社会人チーム FC 網走選手、法人役

員、職員の 24名が集まり清掃を行いました。 

今後もスポーツと福祉、また地域との垣根を越えた活動を続けてい

きたいと思っております。 

お忙しい中、ご参加頂いた皆様ありがとうございました。 

 

 

９月３日（日）に、クラブ事務所・駐車場を会場に「第２回ラポール祭」

を開催しました。 

「地域とのつながり地域との交流」をテーマに、昨年に続き２回目の開

催となった今回は、職員と共に利用者さんにも、販売に携わって頂きなが

ら一緒にお祭りを作り上げました。 

今回は、焼き鳥とドーナツ、ジュースの販売のほか、新企画として「こど

も縁日」のブースを設け、スーパーボールすくいと水てっぽう射的を出店。

飲食ブースでは、網走ちゃんぽん、居酒屋かあちゃん、engine といった地

元の皆さんの出店に加え、美幌から らぐぅ さんにも出店頂きました。 

また、屋内ではモヨロ屋さんの駄菓子、育成会の皆さん手作りの手芸

品、ラポールの利用者さんの手作りアクセサリーも販売しました。 

さらに、屋外でのイベントとして、手をつなぐ育成会よさこいチーム踊乱

会さんの演舞、網走保健センターからも「カニチョッ筋体操」を披露頂き、

会場はおおいに盛り上がりました。 

開催にご協力いただきました地域の皆様、ご来場いただきました皆様、

出店協力して頂きました皆様、誠にありがとうございました。 

来年度以降も地域の方々とのつながり、交流を大切に継続して開催して

いきたいと思っています。 

 

 障がい福祉サービス事業所ラポール活動報告

6 月より毎月１回網走市総合体育館にて開催されている、障

がい児・者スポーツ教室へ、ラポールの利用者の皆さんと職員で

参加しています。 

フリスビー、フロアカーリング、ボッチャ、卓球の 4 種目の中から、

皆さん好みのスポーツを選び、思う存分に体を動かし楽しんでいま

す。 

普段の生活の中だけでは使わない体の動きに、終了後は筋肉

痛になりそうだ！と話されていましたが、広い体育館の中で 1 時間

汗を流し楽しんでいます。 

月に一度の活動ではありますが、定期的に広い室内で体を動か

し運動の習慣が得られる良い活動になっています。 
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10 月 14 日(土)・15 日(日)の 2 日間、昨年に引き続き 2 回目とな

るラポール主催の学習会を開催しました。 

今年も、“札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる”の西尾センタ

ー長をお招きして、発達障がいに関する学習会を行いました。 

14 日(土)の研修会は、事前に外部関係機関への周知も行い、ラポー

ル職員のみならず、福祉･教育に携わる職員へ向けた研修会として行い

ました。発達障がいを初めて学ぶ参加者へ向けた「入門編」と、実践を想

定したグループ研修の「ステップアップ編」の二部構成で行いましたが、両

研修ともに多くの方にご参加いただき、参加いただいた皆さんの熱の伝わ

る活気あふれる研修会となりました。 

15 日(日)には、一般の方にもご参加いただき障がいに対する理解を深

めていただけるよう、「発達凸凹の子ども達の就労支援のお話」というテー

マで、エコーセンター大会議室にて講演会を行いました。 

障がいをお持ちのお子さんの保護者さんをはじめ、地域の方々など、さま

ざまな方に参加していただき、発達障がいについての理解を深めていただ

くことができました。 

両日の研修会へご参加いただきました皆様、またお忙しい中お越し頂

きました西尾先生、誠にありがとうございました。 

今後も、障がいについて皆さんへ周知いただく機会を発信していきたいと

思います。 
 

 障がい福祉サービス事業所ラポールでは、日々の利用者さ

んの支援事業の一環として、季節に合わせたイベント行事を

定期的に開催しています。 

屋外への外出時には、障がいの特性に合わせ、「ひとりひと

りの利用者さんに楽しんで頂こう！」という気持ちで支援、付添

いを行い外出先でのリフレッシュを利用者さんと一緒に楽しん

でいます。 

今年は3月に納車になったクラブバスを活用し、５月はお花

見会として美幌峠に、10 月には梨狩りに天都山へ行ってきま

した。梨狩りには子供たちも参加しましたが、自分の手で大き

な梨をもぎ取る達成感からか、終始笑顔でいっぱいでした。 

 さらに、10 月は事業所内でもハロウィンパーティを実施。児

童手作りの折り紙などで事業所内も飾りつけ、仮装した子供た

ちが「お菓子ください♪」と 2 階へ。沢山のお菓子にご満悦で、

しっかりハロウィンを満喫しました。 

冬場も様々なイベントを行っていく予定です。 
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女子サッカーチーム FC 網走 menina から、小学生の女の

子限定のサッカースクールを新たに開設しました。 

練習は週１回から参加可能なため、他の習い事をしているお

子さんでも参加しやすいとご好評をいただいています。 

現在は小学３年生～６年生までの６名の女の子が、スクール

生として練習へ参加してくれています。 

普段の練習は menina のチーム練習に混ざり、一緒に行っ

ているため仲良く和気あいあいとした雰囲気の中で少しずつ

サッカーに慣れていくことが出来ています。 

最近では、リフティングやボールタッチのほか、シュートにも

チャレンジ。どんどんと技術を吸収し、練習の最後に行うミニ

ゲームでは得点を決めてしまう場面も!! 

また、希望者は女子チームだけの交流戦やフェスティバル

など、試合への参加も可能なため、普段の練習の成果を発

揮できる機会も待っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

スポーツ振興くじ助成事業 
 

 

 ♪ 賛助会員募集中 ♪  

当法人の活動に賛同し援助応援してくださるサポ

ーター（賛助）会員を募集しています。 

・団体会員：年会費 1口 10,000円 

・個人会員：年会費 1口  3,000円 

賛助会員費はチーム・スクール・福祉の各活動にて

有効に使用させて頂きます。詳しくは法人事務局ま

で。 

 収集のご協力をお願い致します  
 

・リングプル 

・ペットボトルキャップ 

・古切手 

車椅子に換わる活動への協力を中心に収集していま

す。クラブ事務所兼ラポール事業所または FC 網走各

カテゴリーのチーム事務局・各スタッフへお届けく

ださい。 

【廃品回収】 
FC網走Ｕ-12では毎年春と秋の年２回、廃品

回収活動を行っており、チーム活動費に反映

されています。 

今年も 4月 15日(土)に春の活動、10月 15日

(土)に秋の活動を行い、各ご家庭からたくさ

んの資源物を収集提供して頂きました。 

ご協力ありがとうございました！ 
 


