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       宗像セントラルフットボールクラブ活動要綱     ２０２０年３月 

 

 

 

 宗像セントラルフットボールクラブとは 

宗像市を拠点として活動している幼児・小学生・中学生のクラブチームです。火・水・木・金・土・日曜日

を基本にトレーニングと行いながら、サッカーの楽しさとゲームをコントロールする基礎的な能力の向

上をめざして活動を行っています。主な活動として、各種の公式戦（リーグ戦等）、トレーニングマッチ

へ参加をして、福岡県下のクラブチームとのゲームや全国的な公式戦へチャレンジしています。また、

クラブ内では、定期的に親子サッカーやフェスティバルを開催しています。 

 目的 

幼児・児童・生徒の個性を生かすとともに、年齢や体力等に応じたサッカーの専門的・科学的な指導を

通して、サッカーを生涯にわたって愛好する心と確かな技能、および的確な判断力を育て、心身の調

和的発達をめざします。 

 参加対象 

サッカーを愛好し、活動に参加可能な宗像市およびその周辺地域に在住の幼児・児童・生徒で、保護

者が本クラブの目的および育成コンセプトに賛同した子どもたちを対象にしています。なお、活動に影

響があるため、サッカースクール等他の習い事を優先し、活動に参加できない幼児・児童・生徒は、入

会をご遠慮して頂く場合がございます。（詳細については、お問合せ下さい。） 

 カテゴリー 

ジュニア：園児、小学１年生～小学６年生 

ジュニアユース：中学生 

※ジュニアの活動及びチーム編成については、原則として学年毎に行います。 

 育成コンセプト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６歳 

出会い 

８歳 

目覚め 

１０歳 

ゴールデン 

エイジ 

１２歳 

感覚的 

１４歳 

考えながら 

１６歳 

やりたいことから 

やるべきことへ 

ジュニア年代 ジュニアユース年代 

フリーダム（直感、独創性、アイディア） 

～個が集まりチームとなる～ 

ディシプリン（役割分担、協力、責任） 

～組織の中で個を光らせる～ 

体を動かす楽しさ 

おだんごサッカー 

関心の高まり 

基礎的スキルの習得 

思考の発展 

チーム競技としての
サッカーのスタート 

個のスキル獲得時期 

多くの子に良い環境を 

急激な心身の変化 

良い環境での育成 

安定期、成長のク

ライマックス 
大人のサッカーへ 

それぞれの年代に応じた 興味・関心、技能、判断力の育成 

指導者による専門的な指導と保護者など多くの関わる大人による支援 

資料２ 
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 定員、活動日及び会費 

   （２０２０年３月現在） 

（注１） 活動を行う学年に応じて定員を設けています。但し、学年が変わる際に、既に定員を超えて

いる場合は、学年が変わった以降も定員を超えた人数にて活動を行います。なお、定員に

達しているかどうかの確認については、お問合せ下さい。 

（注２）活動時間については、変更になる場合があります。なお、日曜日の活動については、 

別途ご連絡します。 

（注３）全て消費税込みです。 

   （注４）年度末に次年度分をクラブにて一括申込みを行う場合は８００円となります。 

    （注５）個人登録料（（公財）日本サッカー協会個人登録料については、別途ご連絡します。なお、 

 ジュニア ジュニアユース 

幼 児 
小学 

１年生 
小学２・３年生 小学４年生 小学５年生 小学６年生 中学生  

定員 

（注１） 
－ － － １６名 ２０名 ２４名 各学年：２０名 

活動日 

（注２） 

（土曜日） 

13:00-14:00 

（水曜日） 

19:00-20:30 

（土曜日） 

13:00-14:30 

（火曜日） 

19:00-20:30 

（金曜日） 

19:00-20:30 

（土曜日） 

14:30-16:30 

（火曜日） 

19:00-20:30 

（木曜日） 

19:00-20:30 

（土曜日） 

14:30-16:30 

（火曜日） 

19:00-21:00 

（水曜日） 

19:00-21:00 

（木曜日） 

19:00-21:00 

（土曜日） 

9:00-11:30 

活動場所 

（火・水・木・金曜日） 

自由ケ丘中学校Ｇ 

（土曜日） 

宗像終末処理場Ｇ他 

（火・木曜日） 
中央中学校Ｇ 

（水曜日） 
自由ケ丘中学校Ｇ 

（土曜日） 
宗像終末処理場Ｇ 

入会金 

（入会時） 
1,000 円 

1,000 円 
※ジュニアからの継続の 

場合は不要 

月会費 

（月額） 

（注３） 

500

円 

1,000 

円 
1,500 円 2,000 円 2,500 円 

6,000 円 
※中学３年生は９月まで徴

収、以降は会費不要で自

由参加 

※兄弟減免：第二子以降は

4,000 円 

スポーツ安全 

保険料 

（注４）（年額） 

910 円（振込手数料含） 

個人登録料 

（注５）（年額） 

 1,416 円（手数料含） 

※基本的に小学４・５・６年のみ 
1,616 円（手数料含） 

維持管理費 

（年額） 

 10,000 円 
※半期 5,000 円×２回 

（３月・９月） 

※中学３年生は３月のみ 

徴収 

※途中入会の場合は、入会

月を含む半期分の残月数

×1,000 円を徴収 
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年度末に 次年度分をクラブにて一括申込みを行う場合は、小学生は１,３００円／人、中学生は 

１,５００円／人となります。 

  ※合宿、大会参加、観光バスにて会場移動行う場合、天然芝、人工芝にて活動を行う場合は、 

その費用を別途徴収させて頂きます。 

  ※会計については、会計監査を行い、保護者の皆様にご報告させて頂きます。 

 

 指導者 

子どもたちが年齢や成長、目的に合った適正な指導を受けられるように、サッカーの全体像を理解し

基本的な知識と有する公認指導者のライセンスを保有する指導者を配置しています。なお、ライセン

スを有する指導者は、定期的に開催される研修会等を受講し、ブラッシュアップを行っています。 

・大石 潤 （おおいし じゅん） ≪代表／ヘッドコーチ≫ 

（公財）日本サッカー協会公認Ａ級Ｕ－１２コーチ、（公財）日本サッカー協会公認３級審判員 

（公社）福岡県サッカー協会チーフインストラクター、技術委員会指導者養成チーフ 

（公社）日本サッカー協会公認３級審判インストラクター 

・原田茂喜（はらだ しげき） ≪コーチ≫ 

（公財）日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認４級審判員 

・下川孝明（しもかわ たかあき） ≪コーチ≫ 

（公財）日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認４級審判員 

・池島 剛（いけじま つよし） ≪コーチ≫ 

（公財）日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認キッズリーダー 

（公財）日本サッカー協会公認４級審判員 

・小楠 誠（おぐす まこと）≪コーチ≫ 

 （公財）日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認４級審判員 

・上田健二（うえだ けんじ）≪コーチ≫ 

 （公財）日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認４級審判員 

・佐藤 圭（さとう けい）≪コーチ≫ 

（公財）日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認４級審判員  

・山下 翔（やました しょう）≪コーチ≫ 

  （公財）日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ、 
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・市丸幸寛（いちまる ゆきひろ）≪コーチ≫ 

  （公財）日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認３級審判員 

・綿田涼希（わただ りょうき）≪コーチ≫ 

  （公財）日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ、（公財）日本サッカー協会公認３級審判員 

・天野翔太（あまの しょうた）≪コーチ≫ 

  （公財）日本サッカー協会公認３級審判員 

・丸山直樹（まるやま なおき）≪コーチ≫ 

  （公財）日本サッカー協会公認４級審判員 

・大平航輝（おおひら こうき）≪コーチ≫ 

・松浦元紀（まつうら げんき）≪コーチ≫ 

 

 運営 

クラブ代表を中心とし、行政、地域そして小・中学校のご協力を頂きながら、事務局にて運営を行って

おります。なお、常に運営の効率化を図っています。                

 各自準備するもの 

クラブ指定の用具をご準備下さい。（別紙）なお、お申込みは別紙にてお願いします。 

※持ち物には、必ず記名するようにお願いします。 

 保護者の役割 

本クラブの活動（トレーニング、ゲーム等）につきましては、基本的に現地集合現地解散としておりま

す。保護者のみなさまのご協力をお願いいたします。 

 体験活動参加、入会、休会、退会の手続き 

【体験練習参加】 

  入会をご検討する上で、活動へ体験参加をご希望される場合は、以下迄ご連絡お願いします。 

  体験活動参加日時の調整を行います。 

  体験活動参加時には、活動に参加できる格好でお越しください。また、サッカーボールを持っている

場合はお持ちください。（持っていない場合は、お貸しします。） 

【入会】 

入会を希望される方は以下にご連絡されて、入会に関する書類を受け取ってください。「入会申込

書」「入会誓約書」が事務局に提出されますと入会完了となります。入会完了後、活動への参加が

可能となります。なお、入会期日については、当月１５日までの入会完了した場合は、当月入会（当

月活動参加可、当月会費必要）とし、１６日以降の入会完了した場合は、次月入会（当月活動参加

可、当月会費不要）として取り扱います。 
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【休会】 

休会を希望される方は、クラブ代表もしくは指導者に相談の上、休会の手続きを行ってください。 

【退会】 

退会を希望される方は、クラブ代表もしくは指導者に相談の上、「退会届」を提出して退会の手続き

を行ってください。なお、退会期日は、当月１５日までの退会完了を前月退会とし（当月会費不要）、

１６日以降の退会完了は当月退会（当月会費必要）として取り扱います。 

 

 

 会費等の納入方法 

前月末日迄に以下の口座に振り込んで下さい。なお、新入会員の方はできるだけ福岡銀行の自動送

金サービスをご活用くださるようご協力をお願いいたします。（資料５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他 

 ○クラブに関する情報（年間、月間活動予定表、配布プリント、広報誌等）につきましては、 

  クラブ公式ホームページ（http://www.munakata-central.jp/） 

クラブ公式 facebook（https://www.facebook.com/munakata.central） 

をご参照下さい。検索サイト等にて宗像セントラルにてご検索下さい。 

○活動内容等の変更や中止など急を要する事柄に関しては連絡網「ラインネット」を活用いたし 

ます。資料８・９をご参照下さい。ご家庭にてご登録お願いします。 

●お問い合わせは以下迄お願いします。 

 

 

 

本クラブのトレーニング、ゲームおよびその行き帰り中の事故に関して、入院または通院しなければならなくなった

場合、定額の保険金が支払われます。（傷害保険：通院１日目より支払われます。） また、他人にけがをさせたり、

他人の物を壊したりしたことで法律上の賠償責任が生じた場合にも保険金が支払われます。（賠償責任保険） な

お、突然死、日射病、熱射病により死亡した場合にも保険金が支払われます。（共済見舞金） 

年度始めにつきましては、口座振込みにて保険料を納入していただき、クラブで一括して保険加入の手続きを行い

ます。 

万一の事故に備えて、スポーツ安全保険への加入を！ 

【入会金・月会費・維持管理費】  

福岡銀行赤間支店 （普） ５２８９９５  

宗像セントラルフットボールクラブジュニアユース 

代表 大石 潤 

月会費･維持管理費は前納です。 

月会費は前月末・維持管理費は３月末・９月末まで

に送金して下さい。 

【スポーツ安全保険料・個人登録料・その他遠征費】 

福岡銀行赤間支店 （普）  ５５５１５１ 

宗像セントラルフットボールクラブジュニアユース 

代表 大石 潤 

 

【入会金・月会費】  

福岡銀行赤間支店 （普） ４３３５６１  

宗像セントラルフットボールクラブ 

代表 大石 潤 

月会費は前納です。 

月会費は前月末までに送金して下さい。 

【スポーツ安全保険料・個人登録料・その他遠征費】 

福岡銀行赤間支店 （普） ４９３６７９   

宗像セントラルフットボールクラブ 

代表 大石 潤 

 

ジュニア 
ジュニアユース 

※ 自動送金サービスは、毎月指定日（月末）に、同金額が指定口座から宗像セントラルフットボールクラブの会計口座に自

動送金できるシステムです。このシステムを利用すれば、月々にかかる送金手数料が初回登録料（１,１００円）のみで会

員期間中の送金が可能となります。（注）各ご家庭にて、福岡銀行赤間支店窓口で口座開設が必要です。また、会費等送

金日までに口座へ入金が必要となり、退会時は解約が必要となります。（残高不足により、送金ができなかった場合、そ

の分は別途送金が必要となります。） 

【体験練習参加、入会、休会、大会に関する問い合わせ先】 

クラブ代表 大石 潤  

携帯電話：０９０－１０８７－８３４１ 

E-mail：munakatacentralfc@yahoo.co.jp 

 

        

【問い合わせ先】 

宗像セントラルフットッボールクラブ 代表／ヘッドコーチ大石 潤  

携帯電話：０９０－１０８７－８３４１ 

E-mail：munakatacentralfc@yahoo.co.jp 

        




