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練習・大会等で

５）「クラブ理念」を理解した上で、子どもたちの活動に最大限の支援をする。

　　も依頼した者の責任とする。

４）大会参加に際しては、主催者の決めたルールを厳守する。

１）自家用車等を使用して送迎する場合は、原則的に保護者自身が行う。

幕別札内ＦＣ活動に関する承諾書

　（但し、ケガなど緊急の場合で「保護者に連絡がつかない場合」はこの限りではない）

２）やむを得ず他の方に依頼しなければならない場合、送迎中の事故などがあった場合で

特定非営利活動法人幕別札内スポーツクラブ

保護者氏名

私は、幕別札内スポーツクラブ「幕別札内ＦＣ」の活動において、以下の点について

承諾致します。

選手氏名

３）対象者の保護者の許可を得ずに、他の子どもを送迎しない。

理事長　笠谷直樹　宛





◆年代ごとの狙い

  幼年期～小３     ・・・ ボールで遊ばせる。

                 例）鬼ごっこ、コーンドリブル、的当て等々

                 注）ゲームはミニゲームで３VS３、４VS４が理想。

ボールタッチ数と運動量を確保する狙い

  小４・５       ・・・ 個人技術の習得を徹底する。⇒ ボールの置き場所

攻守における個人戦術の導入期

⇒ 攻撃 ４年《パス or ドリブル》５年《サポート》

  守備 ４年《マーク》    ５年《カバー》

例）コーンドリブル、リフティング、２VS２⇒３VS３

  ロングキックゲーム、

注）飽きさせないで基礎技術（止める、蹴る、運ぶ）の

練習メニューを組む。

                   ゲームはミニゲームから８人制まで時期で考慮。

  小６・中１      ・・・ 実践（試合）の場で技術と戦術を習得する。

                 ⇒ 攻守における小グループ戦術の導入期

                   攻撃 オフ・ザ・ボール、ポジショニング

                      判断を伴うプレー

守備 ラインディフェンス、連動、

  中２・３       ・・・ 大人のサッカーを取り入れる年代。

                 ⇒ 個々のプレースタイルを尊重しつつ、表現するサッカ

ースタイルをチーム全体で共有。

                   選手たち自ら対戦相手に応じた戦術変更。

                 例）練習試合の対戦相手を時期みて考慮⇒高１

                   攻守においてセットプレーの練習

                   ポジションごとに練習

                 注）クラブカラー（チームワーク）を失わないように配慮。



幕別札内スポーツクラブの指導目標

◆ 幕別札内スタイルの確立 ◆

・荒削りなプレースタイルの推奨（ラフ、乱暴とは別）

・身体的能力を生かしたプレーの推奨（走力、身長、敏捷性等）

・様々なプレースタイルを生み出す本当の意味でのオープンマインドな指導

・知的なプレーヤーが創出される環境作り

・常識とチームワークを兼ね備えるメンタリティ

（ルールを理解し遵守でき、フェアプレーを忘れない。仲間とのつながりを常に意識して言動

できる）

・社会性と教養を身につけた人間性

（自然で自発的な礼儀、地域の方々に認められる言動）

◆ トレーニング上での留意点 ◆

・トレーニング時のゲームでは、Ｇｋ含めて全ポジションを。

・待ち時間を活用して個人トレーニングを。

・仲間のプレーを評価し合う環境作り。（明るい声出し）

・脚の筋トレも含めてできるだけ立たせてレストさせる。（仲間意識）

・安全上の観点からオン、オフのメリハリをはっきりさせましょう。



　②大会運営の当番にあたった際の、設営・記録・撤収の役割分担調整

☆

【留意事項】

大会時のチームテントなどの設営や撤収では、可能な限り子どもたちも参加し

４．

１．

２．

　③クラブイベント時や納会などでの役割分担調整

学年２名の幹事選出など

大会日に合わせて・・・など日にちは各学年の判断で自由。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

「みんなで」活動ができるようにしてください。（時間がかかっても構いません）

各学年において、少なくとも年１回の懇親会開催　（ノミニケーション！！）

　【主な業務内容】

３．

　①大会時などのテント・チーム旗などの運搬や保管の役割分担調整

　　（クラブハウスや車庫などに保管可能）

幕別札内ＦＣに関する全ての活動の支援

クラブ主催大会やイベント時など、クラブ本体の運営に関する活動の補助

　（例）「みんなでサッカー＆焼肉」は保護者の会主管

○学年幹事は各種業務での連絡・調整（学年間ならびに他の学年とも）

学年幹事さんはあくまでも連絡・調整役であり、基本的には全ての保護者の皆様
で子どもたちの活動、クラブ運営を支えていただきます。

弊クラブの理念は『支え合い』です。他人任せや幹事任せといった考え方で関ら
れる方は、弊クラブには向かないと思われます。



2014/4/1

【公益法人スタッフとしての心構え】

１．スポーツ活動の発展と心身ともに健全な青少年育成のため、あるいは地域振興のため、全て

の子ども達や地域の皆さんの模範となるような言動に努める。

２．「子どもの権利条約」などに則り、人権の尊重に十分配慮して指導にあたる。

３．一部の活動は公費による委託事業であることを忘れず、一部の者の利益ではなく公益性のあ

る活動を徹底する。

【送迎の限定】

１．自家用車での子どもたちなどの送迎に関しては、クラブ借上げによる時間のみ可能。

２．命に関わるような緊急時は、その現場スタッフの適切な判断を優先し、必要に応じて自家用

車への乗車は可能。

【喫煙の限定】

１．各種プログラム開催中、練習場・試合会場などにおいて、人前での喫煙を控える。

２．喫煙は自家用車内のみ。喫煙後 15 分後を経て、車内に出る。

【指導中の飲食】

１．必要に応じて飲食を摂ることはあり得るが、健康増進にふさわしいものとする。

２．ガムなどにはリラックス効果があるという科学的検証もあるが、現時点では控える。

--------------------------------------------------------------------------------------

以上の規程に反し、品位を損ない、クラブの名誉を傷つけたときは、クラブ内で以下の罰則を与

えることがあり得る。

①契約解除 ②無期謹慎 ③有期謹慎 ④罰金 ⑤戒告

今後、以上の「やくそくごと」は必要に応じて、適宜追加・修正を図る。

ただし、目的は「罰則」ではなく、スポーツに関係する者やスポーツそのものが、社会にとって

なくてはならないものとなるようなことを目指すため。）

特定非営利法人幕別札内スポーツクラブ



親として避けるべし：大学生アスリートに聞いた「子ども

のころのスポーツの最悪な思い出」

子どものスポーツの大会などを見に行くと、横柄な親の姿が目につきます。あからさ

まに、審判をやじったりコーチをバカにしたりして、子どもに恥ずかしい思いをさせる親

もいます。でも、困った親はそれだけではありません。善意からの行為が、無意識の

うちに我が子のスポーツという体験を台無しにしているケースもあるのです。よかれと

思ってやっているだけに、むしろこっちの方がやっかいなのかもしれません。

Proactive Coaching LLC のブルース・E・ブラウン氏とロブ・ミラー氏は、かつてスポー

ツコーチをしていた経験をいかし、学校などで大人向けの講演を行い、知らず知らず

のうちに困った親にならないための方法を伝授しています。2 人は数百人の大学生ア

スリートを対象に、子どものころにあったスポーツにまつわる最悪の思い出を調査し

ました。その結果、「試合終了後に親に送ってもらう車の中」という答えが圧倒的に多

かったのです。

その理由は、「まだ汗も乾いてないうちに」、親が試合内容についてあーだこーだ言う

からではないかと言われています。試合直後の子どもにとっては、 勝ち負けは関係

なく、自分のプレーやコーチの采配などについてグダグダ言われるのが嫌なのです。

観客でも偽コーチでもなく、「親はただの親であってほし い」のが子どもたちの願いだ

と、ミラー氏は言います。

スポーツとは、子どもの人生において、「好きなようにやりなさい」と親に言ってもらえ

る数少ない場所です。彼らにとっては、リスクを取り、失敗に対処するのに、これほど



いいチャンスはないでしょう。なぜなら、スポーツの結果は致命的にはなりえないから

です。あくまでもスポーツはスポーツ。ですから、 スポーツで何かうまくいかないとき

に、わざわざ親に出てこられるのは子どもにとって嫌なことですし、その必要もないの

です。

所属しているチームが安心できる環境だと確信したのなら、あとはすべて、コーチと試

合の成り行きに任せてください。成功も失敗も、すべて子どもたちのものなのです。

親として言ってもいいのは「君のプレーを見てるのが楽しい」。それだけです。余計な

口出しはしないで、ただ楽しむべし。筆者の個人的な見解としては、これはスポーツだ

けに限ったことではないような気もしますが。



Regista 有限責任事業組合 谷塚哲氏によるコメント

日経スポーツ欄より。

調査によると日本人の 7 割は J リーグに関心がないという。

スカパーは試合をオンデマンド配信することで若い世代もパソコンやスマホで気軽に見ら

れるようにしているという。

ここからは個人的な見解です。

このような話はだいぶ前から話題になっていますが、いつも引っかかる部分がある。

それは全ての主体がサッカーであること。

サッカーが、サッカーで、サッカーを。。。

人口 1 億２千万のうち何割がサッカーに興味を持っているか？所詮サッカーだよ。サッカ

ーにばかりとらわれていたらサッカー好きしか集まらないよ。

だから地域密着なんだと思うわけです。入口をサッカー好きに限定してしまえばその数は

大したことないけど、その対象が地域住民全てとなればその可能性は一気に広がる。

だから主体がサッカーじゃダメだと思うんです。主体は地域でなければ。

地域住民が老若男女スタジアムに行きたいと思えるような活動をすることが重要であって、

それこそが J クラブに課せられた使命。その使命の一つに優勝するという手法はあるが、

あくまでも手法の一つでしかないよ。

J リーグへの関心を上げたいならもう一度、百年構想の原点に立ち戻るべきだと思う。2 シ

ーズン制や秋春制その他関心を持ってもらうための手法は幾つかあるけれど、根本的な理

念の徹底をさらに推し進めることが必要なんじゃないかと思う今日この頃です。



【書式1】応援登録団体募集要項 

イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン 応援登録団体募集要項 

１．キャンペーンの趣旨､目的  

イオン全従業員が地域への社会貢献活動をおこなう「イオン・デー」（毎月 11 日に開催します）に、地域で活躍されている｢ボランティ

ア団体｣などに対して、イオンがその活動に役立つよう物品をもって助成するものです。 

２．キャンペーンの内容 

標準的な登録期間＊ 

登録 

開始月 

登録

終了月
贈呈月

3月 8月 10月

9月 2月 4月

＊12 ヶ月を登録期間とする店舗

もあります。 

 

 

３．助成先団体の基準  

助成先団体としてお申込みいただくためには、次の基準１～基準４までを満たすことが必要です。 

基準１）団体の活動分野 （活動内容が次の５つの分野のうちいずれかにあてはまる） 

 活 動 分 野 活 動 事 例 

１ 福祉の増進を図る活動 
お年寄り・障害者の介護、福祉施設、点訳・手話・朗読サークル、授産施設、
養護学校、盲学校、聾学校、フリースクール 

２ 環境保全・環境学習の推進を図る活動
リサイクル推進活動、環境教育活動、自然保護保全活動、地球温暖化防止活
動、動物保護 

３ 街づくりの推進を図る活動 町の清掃活動、緑化活動、景観保持活動、事故防止・町の浄化活動 

４ 文化･芸術の振興を図る活動 
伝統芸能の保護活動、文化事業の推進、芸術ボランティアの育成、地域に根
ざした国際交流・協力活動 

５ 子供の健康と安全の増進を図る活動 
スポーツを通した子供の育成活動､ボーイ/ガールスカウト、こども会など子
供の育成を目的とした各団体の活動 

※これらの活動分野の推進を行っている学校も対象とします。 

基準２）店舗の近隣にて過去6ヶ月以上の活動実績があり、活動分野の目的を遂行しながら、今後も継続的に活動できる団体。 

基準３）申込時に「団体登録申込書」「活動内容報告書」を提出、登録時に「団体登録承諾書」を提出し、定期的に「活動内容報告

書(半年に 1回)」を提出できる団体。 

基準４）イオンデーの店頭活動、その他必要に応じて交流活動ができる団体。 

４．お申込みの前に  

１．団体の活動内容や状況によっては、登録のご希望に添えないことがございます。 

２．登録は、「1団体1店舗のみの登録」とさせていただきます。（但し、イオンリテール㈱店舗とマックスバリュ各社店舗など、

運営会社が異なる店舗への複数登録は可とさせていただきます。） 

３．基準を満たす団体が多数の場合、抽選や入替制などの方法を採用させていただく場合がございます。 

５．団体登録申込方法  

「団体登録申込書」・「活動内容報告書」の入手方法 
黄色いレシート実施店舗のサービスカウンターでお受取りいただくか、次のウェブページの書式を印刷することができます。

(http://www.aeon.info/environment/social/aeonday/form.pdf) 必要事項をご記入ください。 

申込書の受付場所・受付期間 
登録を希望される店舗のサービスカウンターにお持ちください。電子メールなどによる受付は行っておりません。 

受付は年間を通して行なっています。 

受付から登録まで 
店長･従業員による面談後、登録の有無を決定し、書面にて連絡いたします。 

半年毎（店舗によっては１年毎）に、応援する団体を決定します。次の期間も登録を希望される場合は、その都度「団体登録

申込書」「団体登録承諾書」「活動内容報告書」をご提出いただきます。 

６．贈呈品に関して  

基本的に「イオン 幸せの黄色いレシート」実施店舗で販売されている商品から団体の活動目的に必要な品物を、贈呈額に

応じてお選びいただきます。 



NPO

地域の皆

賜り、厚く御礼申し上げます。

支え、応援団

健全育成、

【クラブの

次世代の

もどこでも、

楽しめる環境

びに地域づ

ご寄付を頂きました皆様の

開させて頂きます。

☆賛助会員（寄付金）

☆寄付金の要領

（１）

（２）

           

☆寄付金の期間

      

☆お問合せ先

  〒089

  TEL

  ホームページ：

E-mail

NPO 法人幕別札内スポーツクラブ

地域の皆様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

賜り、厚く御礼申し上げます。

応援団となって

健全育成、地域住民の

クラブの理念】

の地域社会づ

も、個人の能力

環境をつくる。

づくりに努め

ご寄付を頂きました皆様の

させて頂きます。（公開

賛助会員（寄付金）   

の要領

依頼訪問者に直接渡して頂く方法

お振込いた

【口座名】

           

期間

    ２０１６年４月１日以降随時（

（毎年４月１日以降

問合せ先

089-0543 北海道中川郡幕別町札内中央町

090-5953

ホームページ：http://satsunaisc.east

mail：sfc21makubetsu@yahoo

幕別札内スポーツクラブ

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

賜り、厚く御礼申し上げます。NPO

ってくださるか

の健康増進等

づくりを担う

能力と欲求に

る。お互いに

める。

ご寄付を頂きました皆様のお名前

公開を希望さ

   １口

依頼訪問者に直接渡して頂く方法

ただく方法  

】帯広信用金庫

           特定非営利活動

年４月１日以降随時（

（毎年４月１日以降、

北海道中川郡幕別町札内中央町

5953-8678（

http://satsunaisc.east

sfc21makubetsu@yahoo

趣

幕別札内スポーツクラブ

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

NPO 法人幕別札内スポーツクラブ

かたを募集し

健康増進等のために活用させていただ

う子どもたち

に合わせて、

にファミリー

名前ならびに

されない方は

－

１口   ５，０００円

依頼訪問者に直接渡して頂く方法

  ※振込手数料分

帯広信用金庫 札内支店

特定非営利活動法人幕別札内スポーツクラブ

年４月１日以降随時（２０１６

、新年度の応募

北海道中川郡幕別町札内中央町

（渡部） FAX

http://satsunaisc.east

sfc21makubetsu@yahoo

趣 意 書

幕別札内スポーツクラブ

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

幕別札内スポーツクラブ

しております。

のために活用させていただ

ちを中心にし

、サッカーを

ーとして支え合

に企業名等はクラブのＨＰ、広報

は申しつけ

－ 記 －

５，０００円

依頼訪問者に直接渡して頂く方法

手数料分を差し引

支店 普通１２６３３６９

幕別札内スポーツクラブ

２０１６年度分）

応募を行う予定で

北海道中川郡幕別町札内中央町 532

FAX 0155

http://satsunaisc.east-hokkaido.co.jp/

sfc21makubetsu@yahoo.co.jp

書

賛助会員（

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

幕別札内スポーツクラブ

す。クラブ活動をはじめ

のために活用させていただきます。

して、幕別町

を中心とした

支え合い、人間性

企業名等はクラブのＨＰ、広報

けください。）

－

５，０００円

差し引いてお

１２６３３６９

幕別札内スポーツクラブ

度分）

を行う予定でおります

532-12

0155-66-9877

hokkaido.co.jp/

幕別札内

賛助会員（寄附金）

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

幕別札内スポーツクラブの主旨に賛同いただき

クラブ活動をはじめ

きます。

幕別町にゆかり

た様々なスポーツ

人間性豊かな

企業名等はクラブのＨＰ、広報

。）

お振込ください

１２６３３６９

幕別札内スポーツクラブ

おります）

9877

幕別札内スポーツクラブ

寄附金）様の募集

２０１６

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

の主旨に賛同いただき

クラブ活動をはじめ、より一層

りのある人々

スポーツや文化的活動

な子どもたち

企業名等はクラブのＨＰ、広報誌、その他に

さい

スポーツクラブ

募集

２０１６年４月１日

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

の主旨に賛同いただき、クラブを

一層の青少年

人々が、いつで

文化的活動が

ちの育成なら

誌、その他に掲載し公

検索

年４月１日

様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を

を

青少年

で

が

ら

掲載し公




