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1. 目的

(1) サッカーを通じて、健全な青少年の育成を計る。

(2) 地域社会にサッカーを根づかせる。

(3) 思いやりのあるスポーツ選手を育てる。

(4) 感情の豊かな青少年を育てる。

2. 部員

川中島小学校の在校生とし、全学年を受け入れる。

但し、平成 7 年より学区外でも、通部条件が合えば入部できます。（詳細は、お問合せ下さい。）

3. 会費

・会費（全学年）

半期￥15,000（運営費、育成会費）

備品代として￥2,000（半期）が別途必要となります。

また、スポーツ障害保険（\800（年））に加入していただきます。

・半期については以下の通りとします。

上期：４月～９月

下期：１０月～翌３月

・スポーツ教室、フットサルについて

スポーツ教室、フットサルにつきましては特に規定は設けておりませんが、

協力金として別途、以下の金額が必要となります。

　　1～3 年生 月額￥500 前後

　　4～6 年生 月額￥1,000 前後

4. 育成会（父母会/OB 会）

(1) 部員の父母、及び、地域の協力者で組織され、サッカークラブの活動をバックアップする。

(2) 各種大会の参加への引率、協力、及び、応援

(3) 会長 1 名、副会長 2 名、会計１～2 名、その他の会員で構成する。

5. スタッフ

監督（代表者）1 名、ヘッドコーチ 2 名、チーフコーチ１名、各学年担当コーチ 2～3 名

並びに父母会（育成会）役員等とタイアップして組織するものとする。

6. 練習及び、試合について

(1) 練習日・時間

・練習

土曜日：13 時～17 時（川中島小校庭/中瀬 G）

日曜日：他団体との調整により実施（川中島小校庭使用時）

12 月中旬～3 月中旬まで、川中島サッカークラブが優先となる。

3 月下旬～12 月上旬まで、野球、ソフト等の他団体との調整となる。

(2) ・練習試合

月 1～2 回　土日祭日

・スポーツ教室/フットサル

月曜日：18 時～19 時（1～3 年生）、19 時～20 時 45 分（4～6 年生）の希望者（川中島小体育館）

・フットサル

水曜日：19 時～21 時（4～6 年生）の希望者（屋内施設、フットサル場：確保時）

(3) 試合

神奈川県/川崎市サッカー協会に所属し、各種大会に参加する。 



7. その他

(1) スポーツ障害保険について、軽症の場合は適用されません。

(2) 服装については、自己負担により指定のユニフォームを着用すること。

(3) 部員の名簿、連絡網を作成すること

(4) 救急医療箱を用意し、怪我等の応急処置に対応すること

8. 主な大会

04 月　 こくみん共済U-12 サッカーリーグ（前期）（6 年生）

斉藤旗争奪春季大会（6 年生）

05 月 春季低学年大会（2 年生）

かわしん杯（4 年生）

08 月 フットサル大会（6 年生）

　　　 こくみん共済U-12 サッカーリーグ（後期）（6 年生）

09 月 松村杯（6 年生）

川崎市８人制大会（5 年生）

10 月 朝日新聞杯（3 年生）

11 月 全日本少年サッカー大会・神奈川県予選（6 年生）

新人戦（5 年生）

01 月 県大会（6 年生、4 年生）

9. 主な行事

05 月 親子サッカー（4～5 回/年）

07 月 菅平合宿

08 月 スイカ割り

12 月 清水三保遠征

クリスマス会

03 月 卒団式

以上



改定履歴

注意）

2013/04/13 改定版を最新とし、以前の改定分については記載を省略します。

版数 改定年月日 改定内容

20140412 版 ２０１４年０４月１２日 ・３.会費

　2～6 年生 半期 12,000　←　半期 10,000

・５.スタッフ

　ヘッドコーチ２名 ← １名

　チーフコーチ１名 追加

  

20150217 版 ２０１５ 年０２月１７日 ・３.会費

　半期￥9,000（月額￥1,500（運営費、育成会会費））

　尚、備品代として￥1,000（半期）が別途必要となります。

　←　１年生の記載を削除し、全学年統一とする

・３.会費

　会費（全学年） ← ・２～６年生

  

20150411 版 ２０１５年０４月１１日 ・３.会費

　スポーツ障害保険について、"７.その他"より記載を移動

　｢半期￥12,000（運営費、育成会会費）

　　備品代として￥2,000（半期）が別途必要となります。

　　また、スポーツ障害保険（\800（年））に加入していただきます。｣

　← ｢半期￥12,000（運営費、育成会会費）

　　　　尚、備品代として￥2,000（半期）が別途必要となります。｣

・７.その他

　スポーツ障害保険についての記述を変更

　｢（1）スポーツ障害保険について、軽症の場合は適用されません。｣

　← ｢（1）部員はスポーツ障害保険に加入すること。（一人当たり￥800）

　　　但し、軽症の場合は適用されません。｣

・６.練習及び、試合について

　スポーツ教室/フットサルの対象学年を変更

　｢月曜日：18 時～19 時（1～3 年生）｣

　← ｢月曜日：18 時～19 時（2、3 年生）｣

20160409 版 ２０１６年０４月０９日 ・６.練習及び、試合について

　・練習を追加

　｢日曜日：他団体との調整により実施（川中島小校庭使用時）

　　12 月中旬～3 月中旬まで、川中島サッカークラブが優先となる。

　　3 月下旬～12 月上旬まで、野球、ソフト等の他団体との調整となる。｣

　・練習試合

　「月 1～2 回 日祭日」

　← 「月 1～2 回 土日祭日」

・８.主な大会

　・大会名称、開催月を見直し

　「04 月　斉藤旗争奪春季大会（6 年生）

　　　　　　春季低学年大会（2 年生）

　　05 月　全日本少年サッカー大会県予選（6 年生）

　　　　　　　かわしん杯（4 年生）

　　07 月 フットサル大会（決勝（8 月））（6 年生）」

　← 「04 月　こくみん共済U-12 サッカーリーグ（前期）（6 年生）

　　　　　　　　斉藤旗争奪春季大会（6 年生）

　　　 05 月　春季低学年大会（2 年生）

　　　　　　　　かわしん杯（4 年生）

　　　 08 月　フットサル大会（6 年生）

　　　　　　　　こくみん共済U-12 サッカーリーグ（後期）（6 年生）04 月」

　「11 月　新人戦（5 年生）」

　← 「11 月　全日本少年サッカー大会・神奈川県予選（6 年生）

　　　　　　　　新人戦（5 年生）」



版数 改定年月日 改定内容

20170415 版 ２０１７年０４月１５日 ・3.会費

　・スポーツ教室、フットサルの会費を訂正

　｢スポーツ教室、フットサルにつきましては特に規定は設けておりませんが、

希望者協力金として月額￥400 前後が別途必要となります。｣

　← 「スポーツ教室、フットサルにつきましては特に規定は設けておりませんが、

　　　　協力金として別途、以下の金額が必要となります。

　　　　　　1～3 年生 月額￥500 前後

　　　　　　4～6 年生 月額￥1,000 前後」

20170813 版 ２０１７年０ 8 月１ 3 日 ・3.会費

　・育成会会費の文言を訂正

　｢育成会会費｣

　← 「育成会費」

20180407 版 ２０１８年０４月０７日 ・3.会費

　・会費を変更

　｢半期￥12,000｣

　← ｢半期￥15,000｣

以下余白


