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ASA各店受付にて
ベルマークを回収
しています。

ベルマーク運動に
       参加しませんか ?

様々な商品のパッケージや外箱等に付いてい
るベルマークを切り取っておきます

◆ベルマーク運動とは ?
「すべての子どもに等しく、豊かな環境のなかで教育を受けさせたい」。

ベルマーク運動は、そんな願いをこめて 1960 年に朝日新聞の呼びかけで始まりました。PTA などのボラ
ンティアで生み出された資金（ベルマーク預金）で学校の設備や教材をそろえ、さらに国の内外でハンディ
を背負いながら学んでいる子どもたちに援助の手を差し伸べます。 マーク集めから始まるだれでも気軽に
参加できるボランティアです。約 900 万世帯の PTA と、共鳴する企業や地域の人たちに支えられて助け
合いの輪は大きく広がっています。

ベルマークは 1点 1円捨てないで !

◆東日本大震災の被災地へベルマークを届けよう
ASA( 朝日新聞販売店 ) は、地域の方々からベルマークをお預かりし、財団法人ベルマーク教育助成財団
を通じて被災地の子どもたちの教育を支援します。

販売店にて回収
( ①、②ご希望の方へお届けします。)

ベルマーク運動のしくみ

＊集まったベルマークは各販売店へお持ちいただくか、配達
範囲内であれば、どちらへでも販売員が取りに伺います。

①丸いマークも四角に切る
四角に切ると扱いやすくなります。

ベルマークの切り取り方

②小さなマークは大きく切る
小さなマークは周りに余裕を持た
せ、2 センチ角くらいに切ると、
数えるのにも楽です。

②つながったマークはそのままで
キューピーなど、何枚かつながった
マークは全体を 1 枚に切ってもかま
いません。

余白が残るよう、
大きめに切り
ましょう。

集計作業では、
ホチキスで
とめます。

「大きめに切る」
ことがコツです

ASA はベルマーク運動の PR 活動や、地域の方々が集めたマークを学校に届ける橋渡しをするなど、
ベルマーク運動を盛り上げるお手伝いをしていきます。

＊集まったベルマークは定期的に
地域の学校又は、ベルマーク財団
に寄贈させていただきますので、
ご協力をお願い致します。

②ベルマーク
教育助成財団

教材や設備品を協力
会社から購入できます

東日本大震災で
の被災地へ

①地域のご希望の
参加校へお届けします

第 3回 こども記者クラブ
開催のお知らせ

「スポーツ記者を体験して、新聞をつくろう」

　詳しい内容や応募方法は、
7 月 25 日 ( 月 ) の朝日新聞
朝刊の折り込みチラシをご
覧ください。

湘南ベルマーレの練習場、平塚
市馬入ふれあい公園サッカー場
で取材体験を行います。

※今回の募集対象は、小学校５・6 年
　生に限らせていただきます。
主催　（株）朝日新聞経営研究センター
協力　（株 ) 湘南ベルマーレ

　今回のこども記者クラブは、プロ
サッカーチーム「湘南ベルマーレ」
の監督や選手に直接インタビューを
して記事を書き、新聞を作ります。
　サッカーが大好きな人、新聞記者
や編集の仕事に興味のある人、ぜひ
この機会にチャレンジしてください。
ご応募、お待ちしています。

ASA
あ さ

の顔
ASA 平塚東部北部のスタッフがおすすめスポットを紹介。今月は､大神・田村・四之宮地区担当の三浦です。

Profi le ♯ 7

三浦 健一郎
 　ASA 平塚東部北部に入社すると同時に平塚に転居し、早 3 年 9 か月。出身
は秋吉台で有名な山口県、瀬戸内の魚がおいしいところです。僕は中型のオー
トバイに乗るのが趣味なので、休みの日は箱根や伊豆などにツーリングに出
かけています。平塚は近くに多くの観光スポットあるのが、うれしいですね。
   さて、僕がお薦めするのは大神の「レストラン ビッグ」さん。129 号線沿
い、新幹線の線路のすぐ近くにあります。ご夫婦と息子さんで営業されていて、
安くて美味しい本格的な手作り料理がいただけます。日替りランチがあるので、
毎日通うお客さんも多いとか。地元の皆さんに愛されている評判のお店です。

みうら　　けんいちろう

◆レストラン ビッグ　
平塚市大神 1871-1　 TEL：0463-55-5779
営業時間：
　AM11:00 ～ PM2:00　PM5:00 ～ PM9:30
　※月曜はランチタイムのみ　　（L.O9:00）
定休日 / 日曜日　※駐車場あり　

お店は創業 30 年。割烹料理の板前だった
というマスターと家庭料理の達人のママ。
息子さんは洋食のシェフ、と三人三様の腕
前で、メニューが豊富なのも納得です。

食材は旬の新鮮なものを厳選。
ソースやドレッシングはもちろん
鰻にかける山椒まで手作りなのは
マスターのこだわりです。

日替りランチはスープ､ コーヒー付きで
500 円と700 円の 2 種類と驚きの低価格！
ランチタイムは常連さんでいっぱいです。

ハンバーグランチ　￥700　

ミックスフライランチ　￥500



 VICTORY !VICTORY !
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「 VICTORY ！」は、『湘南ベルマーレ』というＪリーグクラブのホームタウンに住むみなさんに、
サッカーを通じてより多くの人とふれあい、地域への思いを深め、スポーツの楽しさを体感していただきたい、

そんな願いを込めてＡＳＡがお届けする情報紙です。

企画・制作 / 株式会社 朝日新聞経営研究センター　　協力 / 株式会社 湘南ベルマーレ

●お問合せ／湘南ベルマーレ　TEL　0463-25-1211　　●湘南ベルマーレ公式サイト　　　　http://www.bellmare.co.jp/

（インタビューは 7 月 5 日に実施）

大井健太郎キャプテンから見た遠藤選手

遠藤　航　　Profile　　　 176cm / 73kg　
1993 年 2 月 9 日生まれ (18 歳 )　神奈川県横浜市出身　
2010 年 ベルマーレユース在籍時に 2 種登録選手として、高校 3 年で J リーグデ
ビューを果たす。同年、飛び級で選出された U-19 日本代表でもレギュラーとして
活躍した。2011 年 湘南ベルマーレトップチームに入団。

貫禄の18歳、素顔の18歳

節　　　開催日　  　　　キックオフ　　  対戦相手

23　　 ７月 31 日（日）　　19:00　　ロアッソ熊本

 3 　　  8 月 37 日（日）　　19:00　　大分トリニータ

26　　  8 月 27 日（土）　　19:00　   ギラヴァンツ北九州

28　　  9 月 18 日  （日）　　未定　　水戸ホーリーホック

●ホームゲーム試合日程　　※会場はすべて平塚競技場

「反撃の夏」が幕を開ける！
　苦しかった連敗から脱し、自分たちのサッカーを
取り戻しつつある湘南ベルマーレ。J1 昇格という揺
るぎない目標に向かって前進あるのみ。競技場で熱
い声援をおくり、選手たちを後押ししよう！

Wataru ENDO  
DF　　 26

　「18 歳であれだけのプレーができるんだから並みの
選手じゃないね。カバーリング能力も高いし足元のテ
クニックも上手い。攻撃の起点となる正確なフィード
も彼の武器。技術だけでなく落ち着いているし、チャ
レンジする勇気もある。攻守にわたってチームへの貢
献度は高いと思いますよ。性格も素直で優しいから、
先輩たちから可愛がられていますね」。
　この先、猛暑のなかでのゲームになりますがキャプ
テンからのアドバイスをお願いします。
　「夏場の試合は自分で思っている以上に体力を消耗
するから、水分補給・体調管理はもちろん、オンオフ
の切り替えをしっかりすること。オフのときに何かリ
ラックスできることをみつけて、身体も心も十分に休
ませ、リフレッシュすることが大切かな」。

　2011 シーズン、開幕戦からずっとセンターバック
でコンビを組む大井健太郎選手とは、年齢差 9 歳。
6/29 千葉戦からチームキャプテンを任された大井選
手は、遠藤選手をどうみているのでしょうか。

 「よく言われるんですが、意識して冷静に見せて
いる部分もあります。最終ラインがバタバタし
ていたのでは、みんなが不安に思うし、相手に
も付け込まれるから。そしてミスをしても落ち
込まず、すぐに切り替えて次に向かいます」。

 
  「僕はセンターバックとしては背が高いほうで
はないので、ポジショニングの良さやクレバー
なプレーが持ち味だと思っています。背が低く
ても世界で活躍しているサイドバックのプジョ
ルやカンナヴァーロは気になる選手です。日本
では今野泰幸選手 (FC 東京 )。長身でなくても日
本代表で活躍している。お手本にしたいです」。

  「攻撃に関しては後ろからのビルドアップ（「築
き上げる」の意。サッカーでは自陣から相手ゴー
ルへの攻撃を組み立てることを指す）の起点と

なるプレーを見てほしいです。でもセンターバッ
クって、あまり注目されないんですよね ( 笑 )　
　コーナーキックなどのセットプレーでは、い
つもゴールを狙っています。ヘディングは高さ
だけでなくタイミングも重要です。そしてボー
ルが届くまでの動き。いかに相手を外すか工夫
しています」。

  「今年、高校を卒業したのですが、サッカーだ
けでなく勉強もしたいと思って、大学に進学す
ることにしました。午前中練習して、一度自宅
に戻って午後は大学という生活です。スポーツ
科なので身体のことや健康のことを学んでいま
すが、その知識がケガの予防にもつながります。
それに外国語を話せるようにもなりたい。
　プロサッカー人生におおいにプラスになると
思っています」。

　前を見据え、伸び盛りの若い力。年代別日本
代表としても躍動する遠藤航選手に注目です。

PrivateTime

昨季は､ 高校 3年生で Jリーグデビュー。今季は、開幕からフル出場。
チーム最年少ながらその存在感が光る遠藤航選手のストロングポイントに迫ります。

7.31(日 )

19:00

vs 熊本

Kick-off

HAN-KUN  from  湘南乃風 
　7 月 31 日 ( 日 ) の ロアッソ熊本戦にて、湘南乃風の HAN-
KUN（ハンクン）さんによるライブパフォーマンスの実施が
決定。5 月 8 日愛媛戦で鮮やかなパフォーマンスを披露して
スタジアム中を沸かせた HAN-KUN さんが、再び平塚競技場
を熱く盛り上げます。サッカーを愛する HAN-KUN さんの熱
いライブにぜひご期待ください！

in 平塚 8.13(土 ) 14:00

vs 花巻

Kick-off

7.30 Ｆリーグ 2011開幕！
　いよいよフットサルの日本リー
グ、Ｆリーグの開幕です。湘南ベ
ルマーレフットサルクラブは 7 月
30 日 ( 土 ) に代々木第一体育館に
て王者・名古屋オーシャンズと対
戦。小野直樹監督の指揮のもと
チーム一丸となって新シーズンを
戦います。ご期待ください。

ホーム開幕戦は 8.13( 土 )
小田原アリーナへ！

SP4

SP1冷静
ストロングポイント

SP2守備 文武両道

SP3攻撃

DF 3 　大井 健太郎

好きな食べ物　焼肉！！
嫌いな食べ物　梅干しとマヨネーズ
好きな女性タレント　武井 咲・黒木メイサ・上戸 彩
好きな映画　パイレーツ・オブ・カリビアン、ハリーポッターシリーズ
好きな季節　夏！（フィジカルはきつくなるけれど、苦手ではない）
行動をともにするチームメイト　菊池大介、松浦勇武、福田健人
兄弟　弟 (高 1）  妹 ( 小２)　2人ともサッカーをしています
今、一番ほしいもの　彼女（嘘！そんなにほしくない）　･･･特別ないです。
オフの過ごし方　大学に行く。友達とご飯や買物（普通です）。


