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シアトルサマーキャンプ
7 月 23 日～ 8月 5日の期間のキャンプに、
宮本拓摩くんが参加しました。
インタビューで、『キャンプに参加して楽しみなことはなんですか？』の質問に
『どんな美味しいご飯が食べれるか』と答えていました。笑
たくましいです。笑
たくさん食べて、大きくなって帰ってくることを楽しみにしています。
今回もシアトル在住の佐々木瞭先輩がサポートしてくれています。

留学生お話会
　この夏、レッドベアーズの運営サポート会社の株式会社Dream7 Japan にてインターン
している今村怜さんが　インターンのプロジェクトの一つとして、レッドベアーズの
各クラスを回って、お話会をしました。
　今村怜さんの声掛けにより、帰国中の佐々木瞭くん、中島采加さん、中野咲良さん、
西岡純正くんも一緒に回ってくれました。
　みんな一貫していることは『楽しむこと』『頑張るんだったら、楽しめる頑張ることを
見つけて頑張った方が良い』ということを話してくれてました。



【 国 内 情 報 】
◇西田コーチおかえりなさい
　7月 19 日～ 23 日に西田コーチが帰熊しました。
　金曜大津クラス、月曜熊本市内クラスに顔を出され、
夏休みに帰国中の留学生のみんなとも再会できました。
　エネルギー満タンで、大阪に戻りました。
　『レッドベアーズの子たちを見ると安心する～』
　だそうです。

◇西田お父さん東大阪市で講話
　なぜ、レッドベアーズを創ったのか。
　国内の問題を課題に変え活動していることを話された
ようです。
　なぜ、レッドベアーズを創ったのか。
　なんでだと思う～？？

◇レッドカンバッション女子大阪武者修行
　7月 30 日、31 日にレッドカンバッションに所属する
中村心美ちゃん、西美羽ちゃん、橋本彩ちゃん、
西悠良ちゃんが大阪へ武者修行に行きました。
　北九州の U15 のこころちゃん、ののちゃんと合流し、
トルネード活動と縁のある高校と練習試合を行いました。
　なんと、最終日終盤、西田のおじちゃんが乱入出場！！
　女子中高生の練習試合に 54 歳のキレキレおじちゃんが
走り回っていたそうです。笑

◇もうひとつの大会　U15 九州ワンデーリーグ in 多良木
　8月 4日に行われたワンデーリーグに参加してきました。
レッドベアーズからオールスターに、タカマサ選手、
リョウヤ選手、リュウセイ選手、リク選手、ココミ選手、
ミハネ選手が選ばれました。
そして、オールスターMWP(もっともわくわくしたプレーヤー)に
八代クラスのタカマサ選手が選ばれました。

◇もうひとつの大会　U12 九州ワンデーリーグ in 旭志

　9月 29日(日)に行われた九州ワンデーリーグに参加して
きました。レッドベアーズからオールスターに
タクミ選手(龍田/菊陽)とユウゴ選手(大津)が選ばれました。

◇もうひとつの大会　西日本大会 in 大分

　8月 17 日、18 日に大分で開催された西日本大会に参加
してきました。多くの参加者が集まり、今年は出店まで
出ていました。

◇もう一つの大会　ワンデーリーグ

◇レッドカンバッション U15 女子募集

　2019-2020 シーズン レッドカンバッションU15
女子チームのメンバーの募集を行っています。
対象者は、11 歳以上～ 15 歳以下のレッドベアーズに
週 1回以上参加している選手。
練習日は毎週土曜日、夜 19：30 ～ 21：30
主に西合志南中学校で行っています。
興味のある方は、ご連絡ください☆



【 海 外 情 報 】
◇ジェイソン来日
　大阪府バスケットボール協会の事業にて
ジェイソンコーチが招聘されました。そして、
ジェイソンのアテンドを現在京都の大学生となった
鍋倉隆造先輩が行いました。
アメリカのケネディ高校に留学していた時以来の
再会に胸が熱くなるものがありました。

【留学生】

◇Rei 先輩
　NCAA DivisionⅢのウェストミンスター大学に
所属する Rei 選手。
この夏帰国時は、株式会社 Dream7 Japan で
インターンを行いました。
アメリカに興味のある子供たちや留学希望の子供たち
のお手伝いができたらと
各クラスを周り、子どもたちにお話してくれました。

◇Honoka 選手
　NCAA DivisionⅠのロバート・モリス大学に所属
する Honoka 選手。
今年は早めにチームに合流し、シーズンに向けて
準備を進めています＾＾

◇Ayaka 選手
　この夏帰国時に、レッドベアーズにも顔を出して
くれました＾＾
今後の進路はカナダの大学が決まり、夢に向かって
また一歩前進しています＾＾
アヤカ選手、今後も応援しています＾＾
　
◇Ryo 選手
　シアトルクリスチャン高校に在学中。
7月に日本に帰国し、レイ選手と一緒に各クラスを
周りアメリカの生活や、留学についてお話をして
くれました＾＾
また、今回のシアトルサマーキャンプも現地で
サポートしてくれています＾＾

◇Junsei 選手
　サンアントニオ高校の留学を終え、日本に帰国。
帰国後、レッドベアーズに顔を出してくれました＾＾
子どもたちにアメリカの生活や、留学についての
お話もしてくれました＾＾

◇中野咲良先輩
　8月 15 日にアリゾナウエスタン大学進学のため、
アメリカへ出発しました。アリゾナウエスタン大学
には、今村怜先輩も在学していました。
これからどのような人生になっていくのか
とても楽しみです。

　6月 9 日 ( 日 ) に U15 男子ピックアップゲームに
参加しました。参加人数も多く、今回は 4チームで
戦いました。それぞれのチームの特色が見られて、
面白い試合となりました＾＾

　6月 23 日 ( 日 ) に U12 リーグ戦に参加しました。
新しいメンバーも加わり、回数を重ねるごとに大会特有の
ルールにもしっかり応じて、バスケットを楽しんでいる
姿がとても印象的でした＾＾

6月 23 日 ( 日 ) に U15 女子ピックアップゲームに
参加しました。チーム練習に参加している選手が中心と
なり、しっかりとセットオフェンスを展開していました＾＾

7月 14 日 ( 日 ) に U12 リーグ戦に参加しました。
両チームとも人数が少ない中で、選手ひとりひとりが
積極的にリングにアタックする姿がとても印象的でした＾＾
MVP には、田中愛さんが選ばれました☆
　7月 14 日 ( 日 ) に U15 男子ピックアップゲームに
参加しました。暑い体育館で、白熱した試合が見られました^ ＾
お互いの 3Ｐ成功率に鳥肌が立ちました！！
選手たちの成長していく姿に、期待が膨らみます☆

　7月28日(日)に U15女子
ピックアップゲームに参加しました。
選手たちのアグレッシブなプレーに、
コート外でも盛り上がりました＾＾  
また、両チームともしっかりとチームの
やるべきことをコートで表現していました。
ひとつひとつ積み上げられている様子が伺えました＾＾　

　9月 8日 (日 )にU12ピックアップゲームに参加しました。
試合を重ねるごとに、一人一人チームのやるべきことを
コートで表現していて、ナイスプレーが沢山みられました^ ^
 　9月8日(日)にU15男子ピックアップゲームに参加しました。
ゴール下では体格も大きく迫力のある選手たちの戦いに、
見ていてワクワクしました^ ^

◇もう一つの大会　熊本リーグ



【インターンコーチ、お手伝い募集】
お父さん、お母さん、レッドベアーズ出身の先輩、

バスケ好き、こども好きの皆さんへ

①コーチの勉強をしてみたい。( インターン )
②子どもたちと楽しみたい。( お手伝い )
 興味のある方は、
担当のがっちゃん（東 信克）まで。
Mail： info@kumamoto-redbears.com

ベア　　の日記た
ん

教えてレンくんではネタを募集しています！
レンくんに教えてほしいことを、
ベアたんにツイッターの DM で送ってみよう！

教えてレンくん !!

【SNS 紹介】
◇現在 レッドベアーズの SNS が熱いです。
ぜひ御覧ください。

こんにちベア！ベアたんです！！

秋だというのに、まだまだ暑い日が続いていますベア。
随兵寒夜という言葉が熊本にはあるはずベアが、
もう10月なのにベアたんは変わらず半袖ベア！

秋といえば衣替え。
衣替えでクローゼットにしまう前にクリーニングに
出すことも多いベアが、ここでポイント。
クリーニングから戻って行きた衣類は、ビニールカバーを
外して収納するベア。
ビニールは静電気によるホコリや汚れのもとになるベアで
ホコリよけをしたいときは市販の不織布のカバーなどを
使うことをオススメするベア。

また、オフシーズンで収納ケースやクローゼットから出した
服のシワが気になるときはハンディスチーマーを使うと
効果的ベア！
スチーマーにかける前に、必ずアイロンをかけても
大丈夫な素材かを確認するベアよ！

寒暖の差が激しいシーズン、風邪をひかないように、
手洗いうがいをして十分注意して過ごすベア！

Facebook　広報部長更新中Twitter　ベアたん 

広告欄


