
令和元年度FC坂ジュニア総会及び令和2年度説明会要項
新型コロナウイルスに伴い、書面総会　【説明会】必要に応じて対応

題　　　　　　　名

入会金について 3,000円

会費について（前期・後期）2回払

選手登録 個人徴収＠1,200円

退団について

　　　監督（部長）総括 5-6年 岡村繁範（要審判資格）

　　　副部長・指導者 宮崎裕（審判有資格）

　　　サポートコーチ

練習・時間について 毎週／土・（月）・木 主：北新地グラウンド

土曜日　4月～6月・11～3月　午後 午後（皆勤対象）

午前／1～2年、9：00～10：30　　　3～6年、9：00～12：00

※8月より新3年は上級生と同時間に移行

月曜日（強化練習（自主） 夜間※コーチ不在時は低学年休み 毎週18：00～20：00／1-6年のやる気のある希望者

木曜日（強化練習（自主） 夜間

※天候休みについて 土・月・木 練習前に連絡網にて連絡（監督判断）15時くらいまで

役員制 会長１・会計・１・監査１

年2回／夏・冬

Ｕ12　支部リーグ・各種大会 遠征

Ｕ11　オータム・ちゅーぴー各・種大会 遠征

Ｕ10　支部リーグ・各種大会 遠征

トレーニングマッチ：各学年 遠征

備品：テント・イス・ボール入ほか 保護者会保管

ユニフォーム 選手個人保管・代表保管

ゲームパンツ 黒・赤

ソックス U12（赤・グレー）U10（赤・グレー

練習用ビブス 選手個別管理 練習毎に自分のビブスのみ持ち帰り、随時持参

イベント

　　登山・ゴミ拾い 全学年 今年は遊歩道が災害の影響で中止　4.27（ビーチスポーツ大会予定）

　　あいさつパレードなど 全体予定

　　ベイマラソン 4～6年 マラソン（クラブ行事）・うどんの販売体験（自主）

　　キッズスポーツ 5.6年（1チーム予定）

　　ようよう駅伝大会 4.5.6年（3チーム予定）

　　クリスマスカップ・初蹴・お別れ 年間

　皆勤賞について　10ヶ月以上対象、自己申告制です。（①土曜皆勤　②ウルトラスーパー皆勤（火・木・土 ※賞品は代表から※内容は一任）

　FC坂メダル賞：大会参加などでのＦＣ坂からのメダル5個受賞（過去分含む）で大メダルと交換可！（他チーム大会のメダル及びトレマッチは該当しない）

※クラブ運営に必要な備品はクラブ・保護者会で話し合いの上、購入

クラブでの注文購入加、個人購入可-　　チーム保管または個人保管

クラブでの注文購入加、個人購入可　　　個人保管

5月12日（日）　パルティ～町民センター

12月　ＢＧ体育館（試合の場合、下学年で参加）

坂中～駅伝コース（試合の場合、不参加）

全体・保護者（親子サッカー）

6年以下の選抜　　12名～14名

5年以下の選抜　　オータム12名～14名　ちゅーぴー12名

4年以下の選抜　　12名～14名

原則トレマッチは対象学年は全員参加

Ｕ12：グレー・赤　　　Ｕ10：赤・グレー　　　　Ｕ9以下：適時対応　　

土曜日 　7月～10月　午前 夏季午前（皆勤対象）

毎週18：00～20：00／原則3年以上のやる気のある希望者

その他各学年代表をおく

合宿（町内）
4年～6年／遠征または町内外（夏・お別れ会）

退団時は選手登録の関係もあるので、原則1ケ月前には監督へ申し出ください。

役職・担当学年について

Ｄ級有資格  主　Ｕ11・Ｕ12

Ｕ7～Ｕ9

宮崎貴（Ｄ級/審有）・末本・松岡・常川　　　※基本担当はWEB参照

午後／1-3年、13：30～15：00　　　4-6年、14：00～17：00

チーム運営について
サッカーを通し自らが考え、チーム全体で考え行動することへの成長を目標とし指導者及びサポートコーチそのサポートへ専念する。

備　　　　　　　　考

新規加入者のみ　※町内外小学生対象

※選手登録が必要な大会（リーグ・全日・県少・オータム・ちゅーぴー）

4年～6年：1500円（兄弟割1200円）
1年～3年：1000円（兄弟割800円）



FC 坂ジュニア   令和元年度  行事報告 

月 行  事  名 会場など 

4.6 FC 坂総会・説明会 横浜ふれあいセンター 

4.7 芸南大会 U12 準優勝 

4.21 U12 県少大会 1 次予選  

5.10 体協総会 アセンブリー 参加費 1 名 3000 円 

5.12 あいさつパレード パルティー～町民 

5.～9 南支部 1 次リーグ 呉市民・呉市総合スポーツ（郷原） 

8.3-4 U-12 合宿（4-6 年） 野呂山 

8. オータム 1 次予選  

8.24-25 オータム 2 次＆最終 揚倉 

9.14-15 くれしん少年サッカー大会 呉市総合スポーツ（郷原）準優勝 

9.7-8 オータムサッカー大会  

9.22 ビーチサッカー大会 中止 

9.28-29 2 次リーグ  

10.5  西部地区プレイオフ 呉市総合 

10.27 西部地区① 佐伯総合 

11.3 西部地区② 呉市総合 

12.21 クリスマスカップ・親子サッカー 坂中 

1.5 初蹴り・親子サッカー 坂中・恵比須神社参拝 

1.12-13 焼山カップ 優勝 

1..25-26 駅家西カップ U12  

2.23-24 Ｊパワーカップ U12  

3.8 芸南カップ予選 Ｕ11 中止 

3.1 U12  安芸地区カップ 中止 

3.14 広カップ 中止 

3.21 U12 河野杯 中止 

※その他、各カテゴリーローカル大会、トレマッチに参加 





FC 坂ジュニア   令和 2 年度  行事計画 

月 行  事  名 会場など 

4 FC 坂総会・説明会  

4 芸南大会 U11  

4 U12 県少大会 1 次予選  

4 U12 県少大会 2 次・最終  

5 体協総会  

5 あいさつパレード  

5.～9 南支部 1 次リーグ  

7 U-10 合宿（3-4 年）  

8 オータム 1 次予選  

8 U-12 合宿（5-6 年）  

8 オータム 2 次＆最終  

9 くれしん少年サッカー大会  

9 オータムサッカー大会  

9 ビーチサッカー大会  

9 2 次リーグ  

10 西部地区進出決定リーグ  

11 大竹ライオンズカップ  

12 クリスマスカップ・親子サッカー  

1 初蹴り・親子サッカー  

1 焼山カップ U12  

1 Ｊパワーカップ U12  

1 スポーツキッズ大会  

1 駅家西カップ  

3 芸南カップ予選 Ｕ11  

3 U12  安芸地区カップ  

3 U12 河野杯  

3 南支部総会  

3 広カップ U12・U10・U8  

3 ようようまつり 駅伝参加  

3 卒団合宿・お別れサッカー  

※その他、各カテゴリーローカル大会、トレマッチに参加 

 





チームコンセプト
１．あいさつ、返事、あとしまつ自分を成長させる行為。
挨拶は自分から・自分の（で）返事をしよう・自分の（で）あとしまつをしよう。２．Ｏｎｅ ｆｏｒ all All for one
（一人はみんなのために！みんなは一人ために）自分（みんな）を活かそう！、自ら（みんなが）働きかけよう！
自ら（みんなが）影響を与えよう！お互いに認めよう！３．Perfect Skillの習得人間の神経系機能が最も発達する１２歳（Goldenゴールデン
エイジAge)までにサッカーの基本技術を身につけよう！

FC坂ジュニア（F.C.S.J）会則　　組織・所属　ＪＦＡ広島県サッカー協会4種登録チーム及び体育協会サッカー部 
趣      旨　児童がサッカーの基本的技術を会得するとともに、基礎体力づくりを行う。またサッカーを通じて、心身ともに健全な人間
　　　　　の形成に寄与する。
呼      称   FC坂ジュニア　（F.C.S.J）
入会資格   町内外の小学校１年生から６年生の児童とする。
入 会 金   新規入会時のみ3,000円を徴収（退会時の払い戻しはありません。）
会　　費   月額1,500円（月割制）（1,500円×6ケ月分）年2回/徴収方法（上半期1回・下半期1回）（退会時の払い戻しはありません。）
事  務 局   事務局は、部長の指定する場所に置く。
保      険   スポーツ保険に加入し、活動中に起きた事故については、スポーツ保険約款に基づくもの以外は、その事故の責任は
               一切負わないものとする。退 会 手 続やむを得ない事情により退会する場合には、その旨を代表に申し出ること。
そ  の 他   その他必要な事項は、代表・指導者・保護者会役員が協議の上で決議する。

FC坂ジュニア選手規則
FC坂ジュニアの選手は、次の規則を良く守り、サッカーを通して「心身」を鍛え、多くのサッカーを愛する友達と交流し、チームメイトと
協力して楽しい小学校生活をおくること。
１．お互いに協力しあうこと。　２．なにごとにも真剣に取り組み、常に積極的であること。　３．練習を休まないこと。

練習または試合時の注意事項
１．手、足の爪は必ず切ってくること。（爪が原因でのケガはけっこうあるものです。）
２．ストッキング・すねあては必ず着用してください。
３．タオル、着替えは必ず持参してください。（試合終了後は必ず着替え＆履きかえをすること。）
4．練習（土曜）を休む場合は、必ず担当コーチへ選手本人が連絡してください。
　　注）選手の練習なので、本人の言葉で「なぜ休むのか！」を伝えることを促してください。
連絡先　1年～6年　岡村　080-3245-1705（不在時は留守電へ）

伝達方法について（試合・練習・雨天中止など）　連絡網　ｌｉｎｅ 　（※天候による夜間練習中止は15時頃までには決定連絡）

役員・サポート体制について　・保護者会／会長１名、会計１名、監査１名、各学年代表1～６年（主に連絡担当）
サポート体制について
選手の自立ある行動をうながす体制子どもを選手にする（子どもを選手として送り出す）
選手は指導者のコーチングを受けながら、チームのメンバーと協調
（力・心を合わせて事にあたる）してトレーニングや試合に臨む。ベストサポーター１０の心得
     ①試合や練習を見に行ってあげましょう！（子どもはそれを望んでいます。）
     ②試合では全ての子どもを応援してあげましょう。
     ③調子の良いときだけでなく、調子の悪いときも勇気づけてあげましょう。 （批判してはいけません。）
     ④チームリーダーを尊重してあげましょう。（彼らの判断に圧力をかけないようにしましょう。）
     ⑤レフェリーはインストラクターとみなしましょう。（レフェリーの判定を非難してはいけません。）
     ⑥子どもが参加することを刺激し、勇気づけてあげましょう。（プレッシャーにならないように。）
     ⑦試合がエキサイティングであったか、楽しかったか、聞いてあげましょう。（結果だけ聞くことがないように。）
     ⑧サッカーにふさわしい、節度のある用具を準備してあげてください。（大げさになってはいけません。）
     ⑨クラブの仕事を尊重してください。（積極的にミーティングを持ち、どのような態度で臨むべきかを話し合いましょう。）
     ⑩忘れないでください！（サッカーをするのはあなたの子どもです。あなたではありません。）
　　  大げさにしない  Simple＆Easy（質素＆安易）・負担軽減
　　自立への第一歩  子どもなりに自分で必要だと思うことを自分でやることが大事。
　　子ども自身の夢  あなたの夢ではありません。 
　　ゆっくり見守りましょう 子どもたちはサッカーが楽しく、大好きです。
　　サッカーと学校や生活のバランス  さまざまな仲間とのさまざまな経験が幅を広げます。
　　トライ＆エラー  勝ち負け以外に大切なことがあります。
　　みんな大切な仲間  サッカーに「敵」はいません。
　　サッカーを知っているお父さんへ  余裕をもってやさしい気持ちで見守ってください。
　　レフェリーの判定を尊重しましょう  子どものときにこそフェアプレイを伝えたい。


