
＜2017年 4月 1日現在＞ 

保護者各位 

長峰フットボールクラブ長峰フットボールクラブ入部についてのご案内入部についてのご案内   
 
「サッカーを楽しむ」、「自身で判断できる力を養う」などをテーマとして、子どもたちの成長をともに応援・サ

ポートしていくためのルールならびに、部のご案内です。一緒に子どもたちの成長を応援していきましょう。 
 

◆会費・諸費用と選手登録費、保険料について  

1. 入会金 2,000円  2. 会費 

対象 前期会費 後期会費 年度保険料 
キンダー 3,000円 3,000円 800円 

1年～6年 9,000円 9,000円 800円 
 

3. 選手登録費（年度） 
2年生以下 不要 
3年生以上 1,000円 

 
★前・後期会費の内訳は、 
【キンダー】月会費 500円×6ヶ月＝3,000円、【1年～6年】月会費 1,500円×6ヶ月＝9,000円となります。 
★スポーツ安全保険料は前期、または入部時に徴収いたします(いつ加入しても年度分を一括徴収します)。 
★選手登録費は入会時（3年生以上）または、後期に徴収します。 
 

◆練習スケジュール  

 曜日 時間 対象 場所 備考 

通常練習 

第 1・5 
日曜日 

11:00~12:30 キンダー 

長峰小校庭 

7・8月の日曜日・祝日は、 
15:00～に変更となりま
す。 
 
※練習時間は、練習状況

に応じ、前後する場合が

あります。 

11:00~13:00 1年～4年 
11:00~14:00 5年～6年 

第 2・3・4 
日曜日 
・祝日 

09:00~10:30 キンダー 
09:00~11:00 1年～4年 
09:00~12:00 5年～6年 

強化練習 第 1･3･5 
土曜日 

09:00~11:00 1年～4年 
09:00~12:00 5年～6年 

体育館練習 毎水曜日 19:00~20:30 3年生 長峰小体育館  
★	 練習日程・時間などは、天候および学校行事などにより変更となる場合がありますので、都度予定表をご確認下さい。 

 

◆服装・持ち物  

・練習には長峰 FCの練習用 Tシャツなど運動のできる服装で参加してください。 
※Jリーグや海外リーグ・各国代表等のレプリカユニホームの着用は禁止です。 
・すねあて、トレーニングシュ－ズ 
※高学年になりましたら、スパイク（固定式）でも構いませんが、低学年のうちは成長等も加味し、トレーニング 
シューズを推奨します。 

・雨天の場合、体育館にて練習を行う場合があります。その場合には室内履きをご用意下さい。 
・ボール（4号球） ※行き帰りは必ずボールネットかバックに入れて持ち帰ること。 
・着替え用 Tシャツ、夏場は帽子、タオル 
・飲み物（暑いときは多めにご用意ください） 
・通年、冷蔵庫のキューブアイス（アイシング用）を持参願います。 
 

◆その他  

出来る限り子どもたちの練習・試合を観に行ってあげてください。  
そして、ご自身のお子様と同じく、チームメイト・相手選手もしっかり応援してあげてください。 

みんなサッカーの事が大好きな“仲間”です！  



子どもたちの「安全」についての大切なお知らせ  
長峰ＦＣは、「サッカーを楽しむ」「技術の向上」とともに、子どもたちの安全についても真摯に取り組んでいます。 
“事故を生まない体制つくり”、“事故を予測し、未然に防止する”など、予防措置に注力していますが、事故が発生し

た場合は、考えられる 良の対策を行える様、コーチ会・父母会にて、情報共有とスキルアップに努めています。 
保護者の皆様におかれましても、自身のお子様やチームメイトの事故防止及び事故発生時の適切な処置等、協力をお願

いいたします。 
 
【応急手当について】  
長峰 FCでは事故が発生した場合、負傷の軽減と拡大防止を目的とした応急手当を行います。 
応急手当の知識・手法につきましては、折々にテーマを決めた上で、専門家による勉強会や講習会を通して、 新

のスキルを習得できるよう努めてまいります。ただし、当該処置はあくまでも“応急手当”とお考え下さい。 
医療行為は法律で定める資格を持つ専門家のみが行える行為であり、長峰 FCとしては、応急手当後は、速やかに医
療の専門家に引渡すことを主眼にしています。 

【緊急連絡先の登録について】  
上記のとおり、医療機関との調整を行う一方で、保護者へ速やかに事故報告、選手の引渡しを行うために、緊急連

絡先の登録をお願いしています。 
「入部申請書兼個人情報の利用目的に関する同意書」をご一読いただき、ご同意を頂きますようお願い 
します。 
長峰 FCとしましては、皆様からお預かりする個人情報の利用・保管につきましては、細心の注意を払い、安全管理
上の注意義務を果たすことをお約束します。 

【スポーツ安全保険について】  

長峰 FCとしての活動中（被保険者の所属する「団体の管理下」における団体活動中の事故）はもとより、団体活動
への往復中（所属する団体が指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中）の傷害事故、賠償

事故および、契約に定められた共済見舞金がセットとなった保険に、選手ならびに、コーチ全員が加入しています。

※補償内容の詳細は、スポーツ安全協会にご照会下さい。 

「FC活動中および自宅と練習場との往復途上」における以下の事故が補償されています。 
＜傷害事故＞・・・選手のケガの補償 
＜賠償事故＞・・・選手が起こした第三者への賠償事故の補償 
＜共済見舞金＞・・・突然死（急性心不全、脳内出血などによる死亡） 

 

試合観戦において守っていただきたいこと 
長峰 FCでは、日本サッカー協会が提唱する育成方針（つねに立ち返るべき合言葉	 “Players First!”） 
に常にキャッチアップして活動を展開しています。 
未来に、世界を舞台に活躍していく選手をイメージし、“失敗を恐れずチャレンジしてほしい”と考え、指導を行

っています。 
時に、試合を観戦に来てくださっている保護者の中に、心無い言葉や行き過ぎた声援(？）により、選手たちの自
由な発想やチャレンジする気持ちに少なからず影響を与えてしまっていると感じることがあります。 
選手たちが絶対信頼をおく保護者皆さんの発言ですから、選手たちはとても重く受け止めるものです。 
 
自分で考えチャレンジした結果、ボールを奪われ失点しても、“そのプロセスの中で選手がどれだけ頑張れたか？”

を長峰 FCでは重要視し、次のトレーニングに活かしています。 
 
どうぞ、具体的な“指導につながる声援・コーチング”は、スタッフにお任せ頂き、選手たちがひたむきにプレ

ーしている姿をしっかりと観戦し、たくさん褒めていただきたいと考えています。 
 
☆選手のチャレンジをしっかりと応援し、失敗を誹謗しない。  
☆相手チーム・相手選手は、“敵”ではなく、“サッカーを愛する仲間“です。  
☆レフェリーのジャッジはすべて受け入れ、リスペクトの気持ちを持ってください。  



長峰フットボールクラブ代表	 佐藤	 真 殿  

長峰フットボールクラブ 

入部申請書	 兼 個人情報利用に関する同意書 
 
この度、長峰フットボールクラブ（以下：当クラブといいます）への入部手続きを申請します。 
また、当クラブが、登録選手の情報を下記の利用目的で使用することについて同意致します。 
 

1. 当クラブが、主催および参加する各種競技会・大会のエントリーならびにプログラムへの掲載。 
2. 当クラブにおいて手配する、損害保険（スポーツ安全保険）の加入・契約内容変更・保険金請求等、各種手
続き。 

3. 当クラブにおいて、必要とされる諸連絡。 
なお、ご登録頂きました個人情報は、ご本人の承諾なく、お知らせ致しました利用目的を超えての利用、あるいは、第三者へ

の提供は致しません。ただし、以下の場合につきましては、本規定の限りではありません。 
①法令に基づく場合 ②生命、身体、財産の保護のために必要がある場合 ③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進の
ために特に必要がある場合  
★プライバシーポリシーに関しましては、当クラブのホームページをご確認ください。 

 
平成	   	 年	   	 月	   	 日 

 

同意人(保護者)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 自署（サイン） 

 

長峰 FCへの入部日：	 	 平成	  	 	  	 年	  	 	  	 月	  	 	  	 日  

フ リ ガ ナ   
男 ・ 女 

幼稚園 
保育園 
小学校 
年中 
年長 
年生 

選 手 氏 名   

生 年 月 日 西暦	 	 	 	 年	 	 月	 	 日生（満	 	 	 才） 

フ リ ガ ナ   

保 護 者 氏 名   

フ リ ガ ナ 〒      −       

住 所  

連 絡 先  

緊 急 連 絡 先 ① 氏 名  続柄: 

携帯 携帯 Email 

緊 急 連 絡 先 ② 氏 名  続柄: 

携帯: 携帯 Email: 

Tシャツサイズ 
背中に個人名を入れます 

□130cm  □140cm  □150cm  □160cm  □S  □M 
カタカナ（	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 ）アルファベット（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

グリーン靴下サイズ □20-22cm	 	 □22-24cm	 	 □24-27cm	 	 ※4年生以上は要指定ソックス購入	 

ご家庭でホームページを閲覧することができますか？	 	 □はい	 	 □いいえ 

ときわカードを作りますか？	 □はい	 □いいえ	  

※ときわスポーツ聖蹟桜ヶ丘店でサッカー用品購入時に会員優待を受けられます。 
※ご注意:ときわカード作成時に、ときわスポーツへ当該個人情報を必要の範囲内で開示する事となります。 

◆この「入部申請書兼同意書」は、特段のご要望がある場合を除き、ご同意をいただいた日から 1年間有効とします。 

◆1年経過後も選手が活動を希望し、同意人が当該活動を承認される場合は、本同意書は継続して有効とします。 

◆選手の休部・退部などにより、ご登録いただいた個人情報が不要となった場合は、適正な方法にて消去・廃棄します。 

携帯 自宅 


