
少年サッカー・小山クラブ入部申込書 
      ふりがな 

（氏名）                           ( 男 ・ 女 )  （血液型）    （年齢）     才 
  
（現住所）                             （生年月日）         年    月    日 
 
（学校名）                 小学校    （学年）        年     組 
 
又は（在園名）             幼稚園／保育園    （クラス）  年長    年中    年少       
 
（入学予定の小学校名）             小学校 
 
（電話番号）                      （ファックス番号）                        
 
（携帯メールアドレス）試合日程などに使います                                     
 
（PC メールアドレス）試合日程などに使います                                     
 
（緊急時の連絡先）                                                    
 
 
私（保護者）                は、私の被保護者である                  が、 
 
小山クラブに入部し参加することを認め、下記事項に同意し、入部申し込み致します。 
 
被保護者が、クラブの練習中・試合中・各種レクレーション等の行事中、 
 
目的地との徒歩または自転車・自動車・バス・電車等を利用した往復の移動等を含む、 
 
集合時より解散時までの間に生じるすべての事故・災害および疾病に関し、 
 
貴クラブおよび、その事故等発生に起因する当事者・引率者、その管理責任者または、 
 
関係者に対し、その責任の追及、賠償請求等名目のいかんに拘らず 
 
金銭等を含む一切の請求を致しません。 
 
          年     月     日 
                        ふりがな                                 

       保護者（氏名）                                     印 
                  〒 
 
          （住所）                                                 

２０１９―９―２７        



   少年サッカー・小山クラブ運営内容  
２０２２―０３―０６訂正 

1． 練習日 

  日曜日 （小山小校庭又は小山小体育館：午後４時００分～午後７時３０分位） 

  月曜日 （小山小校庭又は小山小体育館：午後５時００分～午後７時３０分位） 

  水曜日 （小山小校庭又は小山小体育館：午後５時００分～午後７時３０分位） 

 

 練習時間： 初級組と中級Ｂと中級 A 組は    １時間～１時間３０分位 

         中上級と上級は            １時間３０分位～２時間位 

注意：体育館を使用する時は、必ず、体育館専用の靴をはく事 

      うわばきでも、ＯＫです。  但し、靴底が黒色のものは禁止されています。 

   詳細については毎月、発行される練習日程表等（ホームページ）をご覧下さい。 

   ● ヤフーなどで、『小山クラブ』と入力しますと、開けます。 

 

2. 会費ほかの費用 

① 会費は原則として、第 1 期（４～７月）と第２期（８～１１月）と第３月期（１２～３月）分を、 

下記銀行に 1 期分（12,000 円）ずつ  児童名 で振り込んで下さい。 

＊但し、中途入部の場合は、入部月より、１ヶ月 3,000 円として、頂きます。 

 

➁ 会費以外の費用  令和４年４月から入会金と選手登録費が追加変更になりました。 

・入会金：3,000 円 （令和４年４月から新入部や再入部の際にご負担いただきます） 

・品川区少年サッカー連盟への選手登録費：2,000 円（年度に１回 ２年生以上） 

・保険：800 円（年度に１回） 

・ユニフォーム積立金：1,000 円（年度に１回） 

・お別れ会費を別途頂く事もあります。 

 

 会費ほかの費用一覧表       （下記の費用は、予告なしに変更する事もあります）  

振込み期と 

６年生以下の部員

一人の会費 

 会    費   

１期分（４ヶ月）

年度に３回 

保険 

 

年度に１回 

ユニフォーム

積立金 

年度に１回 

選手登録 

２年生以上 

年度に１回 

合計     

（下記の他に入会

金 ３０００円あり） 

第１期分 

（４～７月） 
12,000 円 800 円 1,000 円 2,000 円 15,800 円 

第２期分 

    （８～１１月）
12,000 円 

既に入部してい

る部員は無し 

既に入部してい

る部員は無し 

既に入部してい 

る部員は無し 12,000 円 

第３期分 

    （１２～３月）
12,000 円 

既に入部してい

る部員は無し 

既に入部している

部員は無し 

既に入部してい 

る部員は無し 12,000 円 

 

振込先： （銀行）   きらぼし銀行 （武蔵小山支店）    ０１３７  

      （口座）   普通   ４００ ２３２９ 

       （口座名） 小山クラブ  須貝行宏（すがい ゆきひろ） 

    振り込み者名は 児童名でお願いします。  

＊会費は、クラブの運営状況により、期の途中で予算が不足した場合は、 

必要に応じて別途集金させていただきます。 



 

２０２２―０３―０６訂正 

交通事故等で危険ですので、原則として練習には自転車で来ないで下さい。 

  ＊遠方の方や、ご事情のある方は、コーチに連絡して下さい。                        

                    

3． 入部申込書と注意事項 

  添付されています入部申込書は、早急に提出して下さい。 

  これを確認してから保険加入の手続きをします。 保険加入は手続き上、 

  入部申込書の提出から１０日位かかりますので、御了解ください。 

  小山クラブは小学生ならば、どなたでも入部できます。 

  学校名を問いません。 また、入部は、随時受け付けています。 

  （年長さんも入会できますが、年中さんについては、コーチにご相談下さい。） 

  但し、入部申込書を提出してから、１０日以内に会費等のお振込みが無い場合は、 

  入部を取消しさせて頂きます。また当クラブの運営を妨げる行為があった場合は、 

  退部して頂きます。 

                                             

4． 保 険  

② スポーツ安全協会傷害保険に全員加入して頂きます。 

③ 保険料は年間 1 人につき 800 円を別途、頂きます。（平成 24 年 4 月から） 

保険期間は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間です。 

死亡･後遺傷害 2,000 万円 

入院（日額）   4,000 円    通院（日額） 1,500 円 

（保険の内容は、保険会社の都合により、変更になります。） 

➂小山クラブでは、この保険以外の一切の責任は負いません。 

 

5． 看護・付き添い 

①平成１０年１月より、お母さんによる付き添い・看護当番は無くなりました。 

 （ 見学等は自由です ）   クラブの運営もコーチが行っています。 

②コーチがこれに当り、練習場には救急箱を用意し、出席者名を記入する。 

③児童が怪我をしたときはコーチが手当てをする。 但し大怪我をした時は 

速やかに指定の医院へつれていくか、救急車を呼ぶ。そして児童の保護者に  

連絡し、後にクラブの代表に連絡する。 

④コーチは試合等がある場合は、救急箱を持って行くこと。 

⑤コーチは救急箱内の薬品について、補充点検に目配りし、不足があれば 

 補充する事。 

   ⑥試合等で使用する車の御礼代は、その都度頂きます。 

   １日･一人当り 300 円位＝有料道路・駐車場代が別途かかる事もあります。 

 

6． 試合チームの編成について   

   試合チームの編成は、コーチに一任する。                                   

7． 連絡先      メール： koyamafc@wb3.so₋net.ne.jp 

ご質問・ご相談等が有りましたら、メール又はコーチに直接聞いて下さい。 

 

代表  須貝行宏   電話 ０３-３７８１-１５１９  fax ０３-３７８２-４９３１ 

      (返信しますので、お手数ですが留守電にお名前・電話番号をお願いします。) 

会計  櫻井政義   電話 ０３-３７８４-７３８７  

 



 

２０２２―０３―０１訂正 

8．サッカーの用具について  注意：必ず名前を書いて下さい。 

 

下記①～⑮の用具は個人負担とさせて頂きます。 

①～⑪の用具は、お近くのスポーツ用品店で買って下さい。 

①サッカーボール４号・手縫い４号（軽量ボールはだめです） 公認印が記載のもの 

②サッカー練習用シューズ（スパイクシューズはだめです。また脱げやすく、 

怪我をしやすいので、あまり大きめの靴はやめて下さい。 

ワンサイズうえ位が適しています） 

③ボールを入れる網 又は    道路上にボールを転がして交通事故にあった児童が 

④ボールの入るリュック      います。 

⑤体育館専用の靴： 靴底が黒色は禁止です。（上ばきでもＯＫですーワンサイズうえ位） 

⑥水筒（水またはお茶） 

⑦タオル、寒い時は手袋、ネックウォーマーを持参して下さい。市販の物で OK です。 

⑧試合の時は弁当が必要になります。おにぎり等でＯＫです。 

⑨長袖・半袖アンダーシャツは無地の、白色のみ用意して下さい。 

市販の物で OK です。   試合に着用します。     

⑩タイツは無地の黒タイツまたは黒レギンスを用意して下さい。市販の物で OK です。 

 試合に着用します。 

⑪すねあて 市販の物で OK です。 

 

上記のほかに下記の クラブ指定の練習・試合着を購入して下さい。         

 

下記の⑫～⑮は、メーカー指定なので、 指定のスポーツ店で購入して下さい。 

 
注意： 下記用品は、メーカーの都合により、形状等や値段が変更する事があります。 

 

              概算値段   サイズ （サイズにより値段が違います） 

⑫ソックス（指定）       1,300 円位  （20～22・22～24ｃｍ）  

⑬パンツ （指定）       2,900 円位  （150･160＝２サイズ上位を着用） 

               3,700 円位  （ Ｓ ） 

⑭青半袖 T シャツ（指定）  4,000 円位  （130～160＝２サイズ上位を着用） 

                  4,500 円位  （Ｓ・Ｍ・Ｌ） 

⑮ジャージ上・下（指定）   14,500 円位  （130 140 150 160）＝１～２サイズ上位を着用） 

  ネーム入り          17,000 円位  （大人サイズ） 

 

9．小山クラブの運営は 

小山クラブは、当クラブの主旨に賛同してくださる、ボランティアのお父さん方や、 

当クラブを卒業等した学生の皆さんによって、運営されています。 

小山クラブは、子供たちがサッカーをする事により、１年間の練習や試合を通して、 

心身の健全な育成と練磨を図り、集団での行動や、思いやり、 

チームワークを学ばせて行く事を、目的としています。 

小山クラブは、子供たちを一緒に見てくださるスタッフを募集しています。 

手伝って頂けませんか。  


