
 

 

 

 

リーダー会を知っているって方も今日知っていただいた方もこんにちは♪ 

リーダー会の活動を知ってもらうチャンスだと思い、お便りをつくっちゃいました（・ｖ・。） 

実はリーダーも各単位団に所属していて、リーダー会の活動をする前は、フェスティバルに

団員として参加していました。私も当時のリーダーに憧れてリーダーになった一人です。 

フェスティバルに参加してくれた団員に楽しんでもらいたいという気持ちで、リーダーたちは

運営・企画をしてきました。今日の日がみなさんにとって楽しいひと時になってもらえたら、幸

いです。そして、フェスティバルを開催するにあたり、関係者の皆様のご協力に心より感謝し

ております。 

 リーダー会 会長 千葉彩香 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆Jr.スクールのご案内☆ 

平成 28年 9月 17日（土）～19日（月）2泊 3日 

国立赤城青少年交流の家 

対象：スポーツ少年団に所属している 

    小学 5年生から中学 3年生 

 

講義で学び、交流をして 

仲間を作り Jr.リーダーになろうaaa 

 

 

 

 

※お問い合わせはこちらまで・・・     

公益財団法人 群馬県スポーツ協会 生涯スポーツ課   TEL  027-234-5555（代表）   
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4 月総会のお知らせ 

リーダー会の来年度総会が 

4 月 10 日に行われます。 

役員や行事を決めたり、自己紹介などを するよ

～！！また、午前中は歓迎パーティーもしちゃいま

す☆ 

詳細は随時 Facebook、Twitterを通してお知らせす

るので要チェック！ 

みんな参加してね！！！ 

Facebook https://m.facebook.com/gunmaleaders  

Twitter   @gunmaleaders 

       な・ん・と！      

中学生からリーダー会に入れるようになりました！！！ 

リーダーたちは後輩が増えることをとても楽しみにしていますよ（＾＾） 
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        ☆リーダー会の年間行事☆ 

４月 ◎リーダー会のみんなで顔合わせ＊＊      ９月 ◎ジュニア・リーダースクール 

１年間の予定やそれぞれの役割を決めるよ♪      憧れのリーダーになろう☆ 

                                                

７月 ◎リーダー研修合宿              ３月 ◎スポーツ少年団フェスティバル 

   リーダーのスキルが磨かれる！            レクや競技が盛りだくさん（＾▽＾） 

リーダーたちの団結力が生まれる！          リーダー会いちおしの大きな行事 

    

☆派遣年間行事（希望者）☆ 

８月 ◎シニア・リーダースクール（静岡県）     １１月◎関東ブロックリーダー研究大会 

   ◎日独スポーツ少年団同時交流（ドイツ）        関東のリーダーが集結！ 

   ◎関東ブロックスポーツ少年大会            友達と再会！新たな友達作り！? 

   ◎全国スポーツ少年大会 

リーダー会は全国各地にあります～  

全国のリーダーと友達になれるチャンス！？ 

     

   自分の単位団の指導者に話してみよう！ 

   中学生になったらサブリーダーとして３月のスポフェスに参加しよう！ 

      リーダー会は Facebook や Twitter をやっています♪    ＼きみの入会まっているよ♪♪／ 

詳細活動はこちらでぜひチェックしてみてね（＃＾＿＾＃）    

 

 

 

              お問い合わせ 

                          公益財団法人 群馬県スポーツ協会 生涯スポーツ課 

                        ＴＥＬ ０２７－２３４－５５５５（代表）  
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リーダー会はみんなのような中学生～大学生がジュニア・リーダースクールや

スポーツ少年団フェスティバルなどでレクやスポーツを企画し運営をする団体

だよ（＾○＾）☆ 

でも、どうしたらリーダー

会に入れるのかなあ？ 

Facebook https://m.facebook.com/gunmaleaders  

Twitter   @gunmaleaders  

ホームページ  http://gjsa-leaders.jimdo.com 

 

https://m.facebook.com/gunmaleaders
http://gjsa-leaders.jimdo.com/


 

 

  

 

 

 

期日：平成２8 年３月１3 日（日） 

場所：ALSOK ぐんまアリーナ 

期間：集合 8 時・解散 15 時（予定） 

 

群馬県内のスポーツ少年団に所属している子小学 1年生から中学 3年生までの仲間が 

ぐんまアリーナに大集結！最大４００人が集まる大きなイベントだよ☆★ 

みんなでレクやスポーツ競技をして大盛り上がり！ 

たくさん友達をつくってスポーツの輪を広げよう（＾０＾） 

 

※中学生以上はサブリーダーとして参加することができます！ 

リーダーと一緒にスポーツ少年団フェスティバルを盛り上げませんか？ 

サブリーダーで参加する人は 3月 12日に事前準備にもぜひ参加してね！ 

 

サブリーダーおよび事前準備の申し込み方法 

 ・期日 準備：平成 28年 3月 12日（土）   当日：平成 28年 3月 13日（日） 

 ・時間 準備：14時～17時           当日：8時～15時（予定） 

 ・場所 事前：ぐんまスポーツセンター本館  

 当日：ぐんまスポーツセンターALSOK ぐんまアリーナ     [現地集合現地解散] 

 ・もちもの 筆記用具・上履き・タオル・動きやすい服装（ジャージ等） 

 ・申込 単位団ごとの申込になるため指導者にお伝えください。 

 興味のある方は、2月 13日（土）までに、参加アンケートに必要事項を記入し申込先へ郵

送または FAXにてお送りください。 

※サブリーダー参加の対象は中学生以上となります。小学6年生及び来年度からリーダー会

に入りたいという方も申込用紙を送っていただければ群馬県スポーツ少年団リーダー会の情

報をお送りいたします。 

お問い合わせ                   公益財団法人 群馬県スポーツ協会 生涯スポーツ課 

 TEL  027-234-5555（代表） 

 

 



群馬県スポーツ少年団                                     平成 28年 1月 26日 

 指導者・保護者の皆様                                     群馬県スポーツ少年団リーダー会 

 

群馬県スポーツ少年団リーダー会に中学生から入会できるようになりました！！ 

※スポ少の団員年齢は・・・ 小学 1年生～20歳未満まで登録できます!! 

 団員を継続登録するメリットって…？ 

様々な行事に参加することによって他都県との交流が増え友達を作るきっかけにもなります。また、シニアリーダースクー

ルに参加することによって、日独同時交流に参加することもできます。私自身、シニアリーダースクールと日独同時交流に参

加したことによって日本のみならず、ドイツ人の友達もでき時々連絡を取り合っています。また、団員の前に立つという意識を

することによって自然と責任感が身に付き「何事にも挑戦してみよう！」と思えるようになりました。それだけではなく、人前に立

つことに対して自信をもてるようになり団員の前でレクなどを行うこともできるようになりました。 

リーダー会に入ったことにより、自分自身が成長できたと思います。そして、仲間と考え協力をしながらイベントを企画・運営

する楽しさを知ることもできました。中学生の時に親から「リーダー会に入ってみたら」と言われなかったら、このような体験はで

きなかったと思います。  （群馬県リーダー 東海林） 

 

しかし！小学生で卒団となってしまう団ではリーダー活動を続けられない・・・。 

そんな方のために中学生以上でも活動できる団をご紹介します。 

☆中学生以上でも入団できる単位団のご紹介☆ 

・新町 SVC  代表：小出 利一                     ・箕郷レクスポーツ少年団  代表：北原 祐司 

    http://shinmachi-sc.org/club01.html                     http://www4.hp-ez.com/hp/mrec 

                                                  https://www.facebook.com/misatorec/ 

ホームページを見て興味をもった方は群馬県スポーツ少年団事務局までご連絡ください。 

※お問い合わせ・・ 公益財団法人 群馬県スポーツ協会 生涯スポーツ課    ℡027-234-5555（代表） 

さらに!! 3月に群馬県スポーツ少年団フェスティバルが行われます。 

中学生のみなさん、サブリーダーとして一緒に活動しませんか!?  

サブリーダーとは・・・ 

中学 1年生～3年生が 3月に行われる群馬県スポーツ少年団フェスティバルにおいて、リーダーとともに運営を行います。

具体的には、班に付き団員をまとめ班を盛り上げたり、誘導したりします。子ども達と関われるとともに、リーダーはどのような事

をやるのかを体験できる機会になると思います。サブリーダーで参加の場合は、昼食はご用意いたします。 

サブリーダーおよび事前準備の申し込み方法 

 ・期日 準備：平成 28年 3月 12日（土）   当日：平成 28年 3月 13日（日） 

 ・時間 準備：14時～17時           当日：8時～15時（予定） 

 ・場所 事前：ぐんまスポーツセンター本館  当日：ぐんまスポーツセンター ALSOK ぐんまアリーナ       

[現地集合現地解散] 

  ・もちもの 筆記用具・上履き・タオル・動きやすい服装（ジャージ等） 

  ・申込 単位団ごとの申込になるため指導者にお伝えください。 

 興味のある方は、2月 13日（土）までに参加アンケートに必要事項を記入し申込先へ郵送または FAXにて 

お送りください。 

※サブリーダー参加の対象は中学生以上となります。小学 6年生及び来年度からリーダー会に入りたいという方も申込用紙

を送っていただければ群馬県スポーツ少年団リーダー会の情報をお送りいたします。 

  群馬県スポーツ少年団リーダー会       https://www.facebook.com/gunmaleaders/         

http://www4.hp-ez.com/hp/mrec
https://www.facebook.com/misatorec/
https://www.facebook.com/gunmaleaders/


群馬県スポーツ少年団                             平成 28年 1月 26日          

団員のみなさまへ                              群馬県スポーツ少年団リーダー会 

 

群馬県スポーツ少年団リーダー会に中学生から入会できるようになりました(＾□＾)// 

しかし！小学生で卒団となってしまう団ではリーダー活動を続けられない・・・ 

そんな方のために中学生以上でも活動できる団を紹介します！！ 

 

 

 

ここでちょこっとスポ少のお勉強(^^♪ 

 

スポ少の団員年齢は・・・ 

小学 1年生～20歳未満まで登録できます(*^^)v 

指導者は・・・ 

20歳以上ならどなたでも登録できます（＾◇＾） 

種目は・・・ 

ミニバス・バレー・野球・柔道・剣道・スケート・複合種目他 

60種目以上が登録されています。 

全国団員数は約 778,000人、指導者数は約 197,000人が 

みんなと同じ仲間として活動しています（*^_^*）  

団員を継続登録するメリットって…？ 

『リーダー会ってなぁに？』に記載されていたように、様々な行事に参加することができ他都県との交流が増え

友達を作るきっかけになるよ！また、シニアリーダースクールや日独同時交流に参加することができて日本だけ

ではなく、ドイツ人の友達もできるよ（＾○＾）また、人前に立つことに対して自信をもつことができて、みん

なの前に立つのが楽しくなるよ！！新しい自分を見つけたい子、人前に立つのが好きな子、ドイツに行ってみた

い子、友達をたくさん作りたい子など、色々な体験をすることができるリーダー会に、ぜひ入ってねっ☆ 

 

☆中学生以上でも入団できる単位団のご紹介☆ 

・新町 SVCスポーツ少年団  代表：小出 利一 

  http://shinmachi-sc.org/club01.html 

・箕郷レクスポーツ少年団  代表：北原 祐司 

    http://www4.hp-ez.com/hp/mrec 

    https://www.facebook.com/misatorec/ 

ホームページを見て興味をもった方は 

群馬県スポーツ少年団事務局までご連絡ください。 

※お問い合わせ・・・ 

公益財団法人 群馬県スポーツ協会 生涯スポーツ課  

℡027-234-5555（代表） 

リーダー会の情報・ 

活動内容を掲載しています! 

群馬県スポーツ少年団 

リーダー会 facebookページ 

https://www.facebook.com/g

unmaleaders/ 




