


① 入部するにあたって

30年以上の歴史を持ったチームです。

コーチ

FC平尾

監督　吉田　英昭

歴史

稲城第五小学校の駒井先生、高橋先生、中溝先生が，昭和52年頃始めました。

その後東京都サッカー連盟に登録、

日本サッカー協会C級指導者、D級指導者、

3級審判、4級審判資格者、サッカーの経験者

時には、親子で、時にはお兄さんと。

土曜日が待ちどうしくなってくれればと思います。

小学校生活6年間をとおして、色々な事を経験してもらいたいと考えています。

年長生、１年生には、サッカーが大好きになるように

まずは、ボールにさわる楽しさ、そして走る楽しさを知ってもらいたいと考えています。

そして、ジャングルジムやのぼり棒

FC平尾の卒業生が練習を見てくれます。

体を使って子供らしい体力つくり



②　　　　　　　　　　　　　　　　 　 活動費

1年生 6月 稲城市　ジュニア大会 5年生 5月 稲城市　スポーツ大会

9月 稲城市　市民大会 9月 ＪＡ東京カップ　１１ブロック大会

11月 稲城市　市民大会

2年生 4月 稲城市　スポーツ大会 3月 たましんカップ

6月 稲城市　ジュニア大会

9月 稲城市　市民大会 6年生 4月〜6月 全日本ｻｯｶｰＵ12予選リーグ（前期）

4月 稲城市　スポーツ大会

3年生 4月 稲城市　スポーツ大会 6月 稲城会長杯

6月 稲城市　ジュニア大会 7月～9月 全日本ｻｯｶｰＵ12予選リーグ（後期）

9月 稲城市　市民大会 9月 稲城市　市民大会

1月 PGリーグ 10月 全日本ｻｯｶｰＵ12　11ブロックトーナメント

12月 稲城招待

4年生 4月 稲城市　スポーツ大会 １月 平尾招待

ハトマーク大会

9月 稲城市　市民大会

11月 JA東京みなみカップ

★活動費は4月と10月の2回に分けて前納する。

平尾小を中心に練習します。

【子供たちの楽しみです。（親も子供以上に楽しんでいます。）

色々な場所で、色々なチームと試合をします。（土・日・祝）

練習時間
（基本として）

毎週土曜日、祝日  　午後１時～５時

         （ 学年によっては、午前に変更になる場合もあります。）

学年によって目標になる大会があります。

試合

大会

色々な所に行って、色々な物を見て、色々な経験があります。】

２年生以下 年/13,000円，３年生以上 年/19,000円

★但し、1年生に関しては、4～5月に入部した方は、4月～5月までを

体験入部期間とし、初回の会費の集金は6月～9月分までの4,000円を集金致します。。

練習場所



【１】 健康管理
①　　子供の身体の調子を良く見る。

②　　休む時は、必ず連絡をする。

【２】 お手伝いについて
①　　練習日（土曜、祝日の通常練習）

②　　試合の日
　　　　　　出発から解散まで原則2名

　　　　　　子供の引率

　　　　　　持って行く荷物のチェック

　　　　　　活動日誌の記入

【３】 配車
①　　ご協力いただける方

【４】 その他
①　　ＦＣのユニフォームを使用した場合　

　　　　　 　柔軟剤、漂白剤はつかわず洗濯をし（アイロン、乾燥機はかけないこと）

　　　　　　　　　　　　　　背番号が見える様にたたむこと。

　　　　　　　　　　　　　　ユ二フォーム袋（Ａ４チャック付ビニール）に入れる。

　　　　　　　　　　　　　　（袋がひどく破れたり、紛失した時は、各自購入して下さい）

　　　　　　 各学年のユニフォーム係りの指示に従って返却して下さい。

　　　ユニフォームはFC平尾の持ち物です。大切に使ってください。

②　　持ち物には、すべて必ず名前を記入する。

③　　お弁当はFC弁当（おにぎり）のみです。
④　　地域行事への参加、協力。

③　　　　　　　　　　父母の協力について
子供たちのために皆さんのご協力をお願いします。

具合が悪い時は無理をさせずに
休ませてください。
練習や試合を欠席、遅刻、早退する時の連絡

は

２年生以下は保護者⇒連絡係⇒担当コーチへ
３年生以上は本人⇒キャプテン⇒担当コーチ

へ

年月日、大会名、場所、
コーチ、付き添い、欠席
者名、対戦相手、試合

結果、などを記入。

当番袋、救急箱、シート、ボールケース、
バケツ、ユニフォームなど、
必要に応じてターフ、ビブス等コーチに
確認して下さい。

公共の交通機関を利用しますが
ご協力いただける方がいる時には、

配車していただくこともあります。
各学年連絡係りの方は、都度

コーチと相談して下さい。



④ 　　　【　会　則　】

１．　　名称 本会はＦＣ平尾と称する。 　１．最善の努力 ：　どんな状況でも、勝利のため、またひとつのゴールのために
　　最後まで全力を尽くしてプレーする。

　２．フェアープレー ：　フェアープレーの精神を理解し、あらゆる面でフェアな行動
２．　　目的 本会はサッカーを通じ会員相互の心身の健全な 　　を心がける。

発達をはかり、自主的な活動の向上と親和を 　３．ルールの導守 ：　ルールを守り、ルールの精神に従って行動する。
深める事を目的とするために日本サッカー協会 　４．相手の尊重 ：　対戦チームのプレーヤーやレフェリーなどにも、友情と尊敬
行動規範を用いる。 　　をもって接する。

　５．勝敗の受容 ：　勝利のときに慎みを忘れず、また敗者も、誇りある態度で受
　　け入れる。

３．　　資格 原則として、１年生以上１２才以下とする。 　６．仲間の拡大 ：　サッカーの仲間を増やすことに努める。
　７．環境の改善 ：　サッカーの環境をより良いものとするために努力する。
　８．責任ある行動 ：　社会の一員として、責任ある態度と行動をとる。

４．　　運営 役員を中心に、運営委員がこれにあたる。 　９．健全な経済感覚：　あらゆる面で健全な経済感覚のもとに行動する。
役員は、会の運営が速やかに図れる様、役員会を持ち １０．社会悪との戦い ：　薬物の乱用・差別などスポーツの健全な発展を脅かす社会悪
問題を検討し、代表者がこれを取りまとめる。 　　に対し、断固として戦う。
尚、フィールド上の指導に関しては、コーチ会を中心に １１．感謝と喜び ：　常に感謝と喜びの気持ちをもってサッカーに関わる。
指導、取りまとめそれぞれに一任する。

細則
５．　　活動 練習は土曜日を原則とし、

試合、その他の行事を行うときはそのかぎりではない。

練習場所は平尾小学校を中心とする。

６．　　活動費活動費は会計がそれを徴収し必要に応じて出費に当てる。 　３　保護者代表は持ちまわりとし話し合いによって選出する。
尚、年に一度決算報告をする。 　４　対外的な会議、試合の交渉等は、運営（代表及びコーチ会）に一任する。
①　活動費の金額、徴収方法については細則の通りとする。 　５　各学年の連絡係は基本コーチが執り行い保護者はその指示に従う。
②　一度納入した活動費は返却しない。

７．　　保険 活動中の事故の個人医療費負担の軽減をはかるために、
スポーツ安全傷害保険に加入することを義務づける。
ＦＣ平尾活動中の事故は、個人の責任とし、
会員およびこれらに準ずる者はその責任を負わない。

8．　細則等の変更について
細則の詳細変更については役員会の会議で決定し、即時実施する。
但し、年度総会において、変更報告をし総会にて追認を受ける。

日本サッカー協会行動規範

　２　役員会は会長、代表、副代表、監督、副監督、
　　　運営委員長、運営副委員長,会計で構成される。

　１　活動費は２年生以下を年/１３，０００円、３年生以上を年/１９，０００円）と
し、
　　　４月と１０月の２回に分けて前納する。



⑤　練習スタイル
★持ち物には、すべて名前を書いてください。

サッカーパンツ

白または緑

（メーカー不問）

サッカーストッキン
グ
白または緑

緑 Ｔシャツ



⑥サッカーショーツ・ソックスの購入について

公式試合では、

　①緑サッカーショーツ（adidas）と　緑ソックス（adidas）

　②白サッカーショーツ（ロゴなし）と　白ソックス（ロゴ・ラインなし無地）

の2種類を揃えています。

【ショーツ】

①緑サッカーショーツ(白のadidasロゴ）

   品番：CFO390   \2,390(+税)

　カムイで注文して下さい。特注の為在庫がなければ納品まで時間がかかります。

②白サッカーショーツ(ロゴなし・ブランド指定なし)

　各学年で同じものを揃えます。各学年チーフコーチの指示に従って下さい。

【ソックス】

①緑ソックス(白のadidasロゴ）

   品番：CV7441   \1,980(+税)

　カムイ店頭にあります。在庫がない場合は注文になります。

②白ソックス（ロゴ・ラインなし無地）

　各学年で同じものを揃えます。各学年チーフコーチの指示に従って下さい。

【その他】

寒い時用の長袖インナー推奨品

（各学年色味やロゴなど揃える必要がある試合もあるので、同じもので揃えておくと安心です）

（全学年）グレーユニ用インナー　‥‥‥（ガビック） GA8801-SLV　ｼﾙﾊﾞｰ

（1～3年）赤ユニ用インナー        ‥‥‥（ガビック） GA8801-YEL　ｲｴﾛｰ

（4～5年）ピンクユニ用インナー  ‥‥‥（プーマ） ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ　ｼﾞｭﾆｱ　ﾓｯｸﾈｯｸLS

ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ/ﾎﾜｲﾄ　(656332)

★スパッツを使う場合はパンツの色に合わせて下さい。



公益財団法人スポーツ安全保険について

保険料 １名・年間（４/１午前０時より～３/３１午後１２時まで） ８００円

保証金額 ①　傷害保険　　　 死亡　　　　　 ☛ ２０００万円

後遺障害　　　　　 ☛ 最高限度額 ３０００万円

入院（1日より）　　 ☛１日につき 　４０００円

通院（1日より） ☛１日につき 　１５００円

※入院・通院については事故日より１８０日以内を限度

　とし、通院については実通院日数９０日迄とする。

②　賠償責任保険　　身体賠償・財物賠償を合計した額 ５億円 /１事故

　　 （ただし、身体賠償は1人1億円）

③　突然死葬祭保険　　突然死および日射病・熱射病のよる死亡　　　　　　　　  １８０万円

保険対象事故の範囲

①　「活動中」の範囲　　　被保険者の所属する団体の管理下における活動中に

　 　　　　 発生した事故に限る。（学校管理下を除く）

②　「往復中」の範囲　　　被保険者の所属する団体が指定する集合・解散場所と

　　　 　　　　 被保険者の住所との通常の経路往復中に発生した事故に限る。

詳細は公益財団法人スポーツ安全協会のHPでご確認下さい。

※事故発生の時は至急保険係迄ご連絡下さい

負傷者または賠償相手の氏名、住所電話番号、事故日時、事故

場所事故内容、病院名等が必要ですので付添の方は事故の状況が

把握できるように記録等をしておいて下さい。

　

⑦



⑧

FC平尾

会長　馬場　栄次殿

学年 才

ふりがな 男

入部者氏名 女

住所　

電話

連絡先メールアドレス

保護者氏名 印

FC平尾の会則を承諾いたします。

入部申込書

FC平尾に、入部申し込みます。

20　　　　年　　　　月　　　　日

 20　 　　年（H・R　　 　年）　　　　月　　　　日生

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校



⑨ 上下同じ内容を記入してください

ＦＣ平尾

ふりがな 学　校 　　　　　　小学校

部員名 学　年 　　　　　　　年

緊急連絡先

①

緊急連絡先 住　所

② 電　話

ＦＣ平尾

ふりがな 学　校 　小学校

部員名 学　年 　　　　　　　　年

緊急連絡先

①

緊急連絡先 住　所

② 電　話
　　　　　　　　　　　　　　　続柄

　　　　　　　　　　　　　　　続柄
住　所

保護者名 電　話

    20　　　　　 年
緊急連絡　･　健康カード

住　所

電　話

現在の健康状態　及び　かかりつけの病院がありましたら記入して下さい。

保護者名
　　　　　　　　　　　　　　　続柄

現在の健康状態　及び　かかりつけの病院がありましたら記入して下さい。

                                男・女

　　　　　　　　　　　　　　　続柄

　　 20 　　  　　 年
緊急連絡　･　健康カード

　　　　　　　　　　　　　　　　男・女



⑩

スポーツ安全保険加入について

ＦＣ平尾会長　馬場　栄次

保険担当

　ＦＣ平尾に入部されますと、スポーツ安全保険に加入していただきます。

　下記申込書に必要事項をご記入のうえ、８００円を添えてお申し込み下さい。

　父母の方で配車協力の出来る方も合わせてご記入をお願いします。（兄弟のいる場合は、上

　の学年のみで記入してください。

　尚、配車の方の保険料は各学年会計での負担となります。

　又、自己負担での任意加入も可能ですので希望される場合は、ご記入の上、８００円を添え

　てお申込み下さい。

  ※　４月１日以降の新規保険加入につきましては、加入申込書を出されても、保険会社との

　　　手続きが完了するまでは適用できませんのでご了承ください。

　※　ふりがなと年齢は必ず記入してください。

切り取り

20　　　　年度　　スポーツ安全保険申込書

住所 ＴＥＬ

ふりがな
生年

学年 年

部員氏名
月日

年齢 歳

ふりがな
生年

配車氏名
月日

ふりがな
生年

配車氏名
月日

ふりがな
生年

任意氏名
月日

性別
男
・
女

西
暦

　　　年　　　月　　　日

性別
男
・
女

西
暦

　　　年　　　月　　　日 年齢 歳

性別
男
・
女

西
暦

　　　年　　　月　　　日 年齢 歳

性別
男
・
女

西
暦

　　　年　　　月　　　日 年齢 歳



　　代表

平素よりＦＣ平尾の活動にご支援、ご協力いただきありがとうございます。
すでにご存知の方も多いと思いますがＦＣ平尾では各学年の活動や
サッカーに打ち込む子供達の様子を発表する場としてホームページを
開設しております。
つきましては今後もＦＣ平尾の活動を発表する場としてホームページへの
写真の掲載、試合の映像公開などについて保護者の方よりご承諾を
いただくことになりました。
特に試合の映像については選手紹介として名前まで公開することもありますが
ご理解をいただきご承諾いただければ幸いです。

ＦＣ平尾ホームページへの写真、映像の公開を承諾いたします。

保護者氏名

ご承諾いただける方は保護者のサインと印をお願いいたします。

サインのない方はご承諾いただけなかったとして原則的に公開
しないように善処いたします。

ホームページへのご意見、ご希望があればどうぞ

    ⑪   　ＦＣ平尾　保護者の皆様へ　　

ＦＣ平尾　ホームページに関する承諾のお願い

　　ＦＣ平尾
大矢直樹

部員氏名 学年

部員氏名 学年

印

部員氏名 学年



⑫

学年 年 名前

ローマ字
希望サイズ

（○をつけ

る）

110 120 130 140 150 S M L

枚数 枚 （異なるサイズを複数購入の場合、要内訳）

金額 \               -

110cm～150cm  ￥1,300（税込）

　S ～LL   ￥1,500（税込）

↓以下は記入しないでそのまま提出して下さい。

領収書

年 月 日

様

￥
但         練習着代金として

上記正に領収いたしました

FC 平尾

FC 平尾 Tシャツ 注文書

例）TARO  //

※おつりのないようご用意お願いします。



本紙内訳
① 入部するにあたって

② 活動費

③ 父母の協力について

④ 会則

⑤ 練習スタイル

⑥ サッカーショーツ購入について

⑦ スポーツ安全保険について

⑧ 入部申込書

⑨ 緊急カード・連絡カード

⑩ スポーツ安全保険申込書

⑪ ホームページに関する承諾のお願い
⑫ 緑Tシャツ申込書

入部提出書類
⑧ 入部申込書

⑨ 緊急カード・連絡カード

⑩ スポーツ安全保険申込書　（+代金）

⑪ ホームページに関する承諾のお願い

⑫ 緑Tシャツ申込書（+代金）


