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ＮＯ
1 体験活動参加希望連絡

① 以下までご連絡お願いします。

※参加日時の調整をさせて頂きます。

2 体験活動参加
① 参加日時にご参加お願いします。

※入会書類をご配布、ご説明を行います。なお、入会書類については、メールにて

　 送信可能です。メールにて送信を希望される場合は、以下迄ご連絡お願いします。

※雨天等により活動が中止になる場合は、活動開始時間２時間前

　 を目途にご連絡差し上げます。

3 入会手続き
① 入会書類のご提出をお願いします。

（提出するもの）

・入会申込書

・入会誓約書

・クラブ指定用具申込書

・スポーツ安全保険料（９4０円）

・日本サッカー協会個人登録料（716円）

※日本サッカー協会個人登録料は学年により必要でない場合があります。

※選手名を記載した封筒に入れてご提出お願いします。

※提出は指導者にお願いします。

② 入会金（１,０００円／人）、初回月会費を以下に送金お願いします。

（送金先）（※普通預金です）

　銀行名：福岡銀行　支店名：赤間支店　口座番号：４３３５６１

　名義人：宗像セントラルフットボールクラブ　代表　大石　潤

なお、以降の月会費につきましては、前月末日迄に送金先にご送金

お願いします。月会費につきましては、（資料２）にてご確認お願いします。

なお、月会費の送金につきましては、福岡銀行「自動送金サービス」をご利用

頂きますよう、ご協力お願いします。（資料５）

③ 連絡網システム「ラインネット」へのご登録をお願いします。（資料１０、別添）

クラブからの連絡は連絡網にて行います。

4 活動参加
① 入会手続き終了後、活動に参加することができます。

② 活動スケジュールをご確認の上、活動にご参加お願いします。

（活動スケジュール）
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mcfc.info811%40gmail.com&ctz=Asia/Tokyo

※宗像セントラルフットボールクラブ公式ホームページに掲載しております。

③ 活動に参加できない場合は以下迄必ずご連絡お願いします。

https://goo.gl/uXV5c8

④ 雨天等により活動を中止する場合は、活動開始２時間前を目途に

連絡網にてご連絡差し上げます。

入会までのスケジュール
内容

【体験活動参加、入会に関するお問い合わせ先】 

宗像セントラルフットボールクラブ 

代表／ヘッドコーチ 大石 潤 

ＴＥＬ ０９０－１０８７－８３４１ 

ＰＣメール munakatacentralfc@yahoo.co.jp 

ｸﾗﾌﾞ公式HP http://www.munakata-central.jp/ 

資料１ 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mcfc.info811%40gmail.com&ctz=Asia/Tokyo
https://goo.gl/uXV5c8
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       宗像セントラルフットボールクラブ活動要綱     ２０２２年４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 

  （２０２２年９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。（転居等での入会を除く）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、場所については、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。 

 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） 
－ － － ２０名 ２４名 ２８名 各学年：２０名程度 

活動日時 

（注２） 

（土曜日） 

13:00-14:00 

（水曜日） 

19:15-20:30 

（土曜日） 

13:00-14:30 

（火曜日） 

19:15-20:45 

（金曜日） 

19:15-20:45 

or 

18:00-19:30 

（土曜日） 

15:00-17:00 

（火曜日） 

19:15-20450 

（木曜日） 

19:15-20:45 

（土曜日） 

15:00-17:00 

（火曜日） 

19:10-21:00 

（水曜日） 

19:10-21:00 

（木曜日） 

19:10-21:00 

（土曜日） 

9:00-11:30 

活動場所 

（注２） 

（火・水・木・金曜日） 

自由ケ丘中学校Ｇ、自由ケ丘小学校Ｇ、宗像ユリックス多目的広場 

グローバルアリーナ人工芝ピッチ 

（土曜日） 

宗像終末処理場Ｇ他 

（火・水・木曜日） 
中央中学校Ｇ 

自由ケ丘中学校Ｇ 
宗像ユリックス 
多目的広場 

グローバルアリーナ
人工芝ピッチ 
（土曜日） 

宗像終末処理場Ｇ他 

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） 

940円（振込手数料含） 

個人登録料 

（注５）（年額） 

 716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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   （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、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６００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インストラクター、（公財）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Ｃ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 

・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、（公財）日本サッカー協会公認４級審判員  

・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 
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・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Ｃ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Ｄ級コーチ、 （公財）日本サッカー協会公認３級審判員 

・丸山直希（まるやま なおき）≪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 

・大平航輝（おおひら こうき）≪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４級審判員 

・松浦元紀（まつうら げんき）≪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 

 ・吉岡蒼馬（よしおかそうま）≪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 

 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。なお、クラブ指定の用具は、オーダー品のため、お申込み

からお手元に届くまで、２カ月程度かかります。ご了承下さい。お申込みは別紙６・７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。（別

紙８） 

【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。（別紙９）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１０・１１・１２をご参照下さい。ご家庭にてご登録お願いします。 

 

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、指定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）送金時に、別途手数料が必要な場合がございます。ご注意下さい。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 

 

        

http://www.munakata-central.jp/
https://www.facebook.com/munakata.central
mailto:munakatacentralfc@yahoo.co.jp
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   〇当クラブでは、個人情報に十分に注意を払いながら、クラブ公式ホームページ、facebookに 

     写真、映像等を掲載することで、クラブでの活動の様子を保護者や地域の皆様に伝えるように 

努めております。ご理解ご協力よろしくお願いします。 

●お問い合わせは以下迄お願いします。 

 

 

 
【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 

        

mailto:munakatacentralfc@yahoo.co.jp


印

ふりがな

ローマ字

会員氏名 月 日生 右 左

〒 － ℡

PC
アドレス

型

Official　Site　URL： http://centralfc.web.infoseek.co.jp/
Ｏfficial　Ｓite　URL： https://www.facebook.com/munakata.central
E-mail： munakatacentralfc@yahoo.co.jp

利足

住所

体重(kg)

宗像セントラルフットボールクラブ　ジュニア入会申込書

西暦　　　　年　　　月　　　日

身長(cm)年

年生

性別

宗像セントラルFCジュニアへの入会
について（○印をお付けください）

男
生年月日

女

入会金・月会費等の送金者名
※必ずご記入下さい。

健康状態について詳しくお書きください（傷病歴）

西暦

兄弟での入会

●本入会申込書は事務局にて保管させていただき、記入いただきました個人情報は、宗像セントラルFCの活動以外の目的では一切使用いたしません。

保護者氏名

　　（　　　　　　）　　　　　－

会員との続柄

初めて

E-mail

学校・学年 小学校

幼稚園・保育園 幼稚園・保育園

※連絡網で使用のため、必ずご記入下さい。

血液型

他のｽﾎﾟｰﾂ歴

●（公財）日本サッカー協会に個人登録を行う際の重要な情報となりますので、できるだけ詳しくご記入下さい。

①保護者勤務先等（携帯可）

②上記外緊急連絡先
（知人・親戚等）

携帯
アドレス

年長　　・　　年中　　・　　年少　　○で囲んでください

℡ （　　　　　　）－　　　　　－

℡ （　　　　　　）－　　　　　－ 会員との続柄

※記入しないで下さい

　クラブ公式ホームページ、フェイスブック等へ
　の会員名、写真、映像等の掲載について
　（〇印をお付けください）

承諾します 承諾しません

前所属チーム名

※前所属チームがある場合には必ずご記入下さい。

②　　　　　　　　　（　　　歳から　　　年間）①　　　　　　　　　　　　（　　　歳から　　　年間）

※トレセン、選抜歴のある場合には必ずご記入下さい。
※他のサッカークラブ、スクール（フットサルも含む）に加入している場合、加入していた場合は必ずご記入お願いします。

サッカー等
競技歴等

選手登録番号

資料３ 

mailto:munakatacentralfc@yahoo.co.jp


                                             

宗像セントラルフットボールクラブ ジュニア 

 

 

入 会 誓 約 書 
 

 

私は、宗像セントラルフットボールの趣旨・目的および指導方針に賛同し、以下の項目

に同意した上で、入会することをお約束いたします。 

 

１. 健康状態は良好であり、練習および試合等の活動に支障なく参加することができ

ます。 

２. 活動中の事故に関しては、スポーツ安全保険の範囲内での適用を認め、適用範囲

外のものについては保護者が負担いたします。 

３. 練習場および試合会場への移動は、保護者の責任の下で行います。  

４. 保護者は、指導者・役員と協力しながらクラブ運営に積極的に参加いたします。 

５. 会費等の納入については滞ることのないよう留意し、万一の督促に対しては速や

かに対応いたします。 

６. 休会・退会については指導者に相談の上、その手続きを速やかに行います。 

 

 

 

  年  月  日 

 

宗像セントラルフットボールクラブ 

代表者  大 石  潤  様 

 〒   -   

住所                   

電話番号（    ）  -    

携帯番号（    ）  -  

入会者氏名               

保護者氏名              印 

資料４ 



福岡銀行自動送金サービス利用のお願い 

 

当クラブでは、会員の皆様のクラブ月会費等のお支払については、「福岡銀行自動送金サ

ービス」をご利用して頂きますようお願いしております。 

クラブ月会費等をお支払い頂く、保護者の皆様にとっても、月会費等を管理するクラブ

会計管理者にとっても、作業の軽減化が図れるシステムです。ご理解ご協力をお願いしま

す。手続きは、福岡銀行赤間支店の窓口に行って下さい。よろしくお願いします。 

※手続きに必要なもの 

 送金元銀行口座、印鑑（送金元銀行届出印）、手数料（１,１００円） 

詳細につきましては、福岡銀行窓口にお問い合わせ下さい。 

 

保護者の皆様のメリット 

自動送金サービスを利用した場合は、手数料（１,１００円）のみで、毎月指定した期日

に指定した金額の送金が無期限にて行うことができます。 

但し、送金元銀行口座に指定した期日（自動送金日）迄に指定した金額以上のお金が入金

されている場合に限ります。（指定した金額以上のお金が入金されていない場合は、送金さ

れません。） 

クラブのメリット 

毎月指定した期日に指定した金額が送金されてくるので、月会費管理作業が軽減されま

す。 

 

注意事項 

※自動送金日は毎月３１日にてお願いします。 

※毎回送金時に別途費用が必要になる場合があります。ご了承下さい。 

※指定した金額が変更になる場合は、金額変更の手続きを行って下さい。手数料は必要

ありません。 

※送金先を変更する場合、新規登録となり、登録費（１,１００円）が必要となります。 

※クラブを退会される場合は、速やかに自動送金サービスを解約されて下さい。 

 

 （参考） 

  

 

 

 

 

ジュニア月会費送金先 

福岡銀行 赤間支店 （普）４３３５６１ 

名義人 宗像セントラルフットボールクラブ 

   代表 大石 潤 

 

 

ジュニア月会費 

小学６・５年年生   ２,５００円／人 

小学４年生      ２,０００円／人 

小学３・２年生    １,５００円／人 

小学１年生      １,０００円／人 

幼稚園・保育園児     ５００円／人 

 

資料５ 



宗像セントラルフットボールクラブ　大石　行

★様式をデータにて送信希望の方は大石（munakatacentralfc@yahoo.co.jp)迄ご連絡下さい。

品名 メーカー 品番 サイズ 価格（税込） 申込サイズ 申込数 備考 購入期限

CF0426 120　　130　　140　　150　　160 ¥3,900

CF0402 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　　 ¥4,300

CF0426 120　　130　　140　　150　　160 ¥5,800

CF0402 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥6,100

CF0390 120　　130　　140　　150　　160 ¥2,300

CF0394 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥2,700

19cm～21cm　　22ｃｍ～24cm

25cm～27cm　28cm～30cm

CF0426 120　　130　　140　　150　　160 ¥5,800

CF0402 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥6,100

CF0390 120　　130　　140　　150　　160 ¥2,900

CF0394 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥3,300

19cm～21cm　　22ｃｍ～24cm

25cm～27cm　28cm～30cm

CW6756 120　　130　　140　　150　　160 ¥6,600

DW6763 XS　　Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ ¥7,400

DW6757 120　　130　　140　　150　　160 ¥4,300

DW6755 XS　　Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ ¥5,000

⑫　サッカーボール モルテン F4L4000 4号手縫い ¥4,900 クラブロゴ入 －

★ゴールキーパーはフィールドプレーヤー用の練習着を購入する必要はありません。

★商品は完全オーダーです。お申込みから商品の受け取りまで約2カ月かかります。ご了承下さい。 　　合計 円

★アンダーシャツ、手袋、ネッウウォーマー等は別途お知らせします。

（お支払方法）

・商品は、各ご家庭にて、郵送にてお届けします。

選手名前 印

★ＮＡＭＥの欄にはローマ字で記入して下さい。ウエアに名前を入れる際に参考にさせて頂きます。　 振込手数料は各ご家庭にてご負担お願いします。

〒

住所　　 　 記載例：宗像セントラル　山田太郎

　【振込先】 銀行名：三井住友銀行　支店名：大阪第一支店

携帯番号 口座番号：５０１５２３３

電話番号 名義人：加茂商事株式会社

※当座預金です。

★この申込書はコピーしてお使い下さい。

ＴＥＬ　０９４０－３５－１５９３

ＦＡＸ　０９４０－３５－１５９３

宗像セントラルフットボールクラブジュニア

クラブ指定サッカー用具申込書

Ｅ-mail munakatacentralfc@yahoo.co.jp

－

－

②　ＴＲＭシャツ
（フィールドプレーヤー）

アディダス
白×赤

クラブロゴ・胸NO・背NO
－

③　練習パンツ
（フィールドプレーヤー）

アディダス 赤×白 －

①　練習シャツ
（フィールドプレーヤー）

アディダス
赤×白

クラブロゴ入

④　ストッキング
（フィールドプレーヤー）

アディダス GN2992 ¥1,300 赤×白

－

⑤　ユニフォームシャツ
（フィールドプレーヤー）

アディダス
青×白

クラブロゴ・胸NO・背NO
－

⑥　ユニフォームパンツ
（フィールドプレーヤー）

アディダス
青×白

パンツNO
－

⑦　ユニフォーム
ストッキング

（フィールドプレーヤー）

アディダス GK8962 ¥1,300 青×白

⑧ジャージ　上 アディダス
クラブロゴ
個人名刺繍

－

⑨　ジャージ　下 アディダス 個人名刺繍 －

・振込者名は、宗像セントラルFC・選手氏名と明記をお願います。

クラブロゴ
個人名刺繍

－

⑪　リュック アディダス GL8577 40L ¥7,000

⑩　ピステ　上 アディダス CE7467 XS　　Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥6,600

クラブロゴ入 －

（ＮＡＮＥ　　　　　　　　　　　　　　） ・お支払は商品到着後、以下の振込先にお振込みにてお願いします。

資料６ 

http://www.sskamo.co.jp/


宗像セントラルフットボールクラブ　大石　行

★様式をデータにて送信希望の方は大石（munakatacentralfc@yahoo.co.jp)迄ご連絡下さい。

品名 メーカー 品番 サイズ 価格（税込） 申込サイズ 申込数 備考 購入期限

CF0426 120　　130　　140　　150　　160 ¥5,800

CF0402 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　　 ¥6,100

CF0426 120　　130　　140　　150　　160 ¥2,900

CF0402 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥3,300

19cm～２１ｃｍ　　22ｃｍ～２４ｃｍ

２５ｃｍ～２７ｃｍ　28cm～30cm

CF0426 120　　130　　140　　150　　160 ¥6,100

CF0402 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥6,900

CF0426 120　　130　　140　　150　　160 ¥2,900

CF0402 Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥3,300

19cm～２１ｃｍ　　22ｃｍ～２４ｃｍ

２５ｃｍ～２７ｃｍ　28cm～30cm

CW6756 120　　130　　140　　150　　160 ¥6,600

DW6763 XS　　Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ ¥7,400

DW6757 120　　130　　140　　150　　160 ¥4,300

DW6755 XS　　Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ ¥5,000

⑪　サッカーボール モルテン F4L4000 4号手縫い ¥4,900 クラブロゴ入 －

★ゴールキーパーはフィールドプレーヤー用の練習着を購入する必要はありません。

★商品は完全オーダーです。お申込みから商品の受け取りまで約2カ月かかります。ご了承下さい。 　　合計 円

★アンダーシャツ、手袋、ネッウウォーマー等は別途お知らせします。

（お支払方法）

・商品は、各ご家庭にて、郵送にてお届けします。

選手名前 印

★ＮＡＭＥの欄にはローマ字で記入して下さい。ウエアに名前を入れる際に参考にさせて頂きます。　 振込手数料は各ご家庭にてご負担お願いします。

〒

住所　　 　 記載例：宗像セントラル　山田太郎

　【振込先】 銀行名：三井住友銀行　支店名：大阪第一支店

携帯番号 口座番号：５０１５２３３

電話番号 名義人：加茂商事株式会社

※当座預金です。

★この申込書はコピーしてお使い下さい。

①　練習シャツ　半袖
（ユニフォーム）
（ゴールキーパー）

アディダス
黄×黒

クラブロゴ・胸NO・背NO
－

ＴＥＬ　０９４０－３５－１５９３

ＦＡＸ　０９４０－３５－１５９３

Ｅ-mail munakatacentralfc@yahoo.co.jp

宗像セントラルフットボールクラブジュニア

クラブ指定サッカー用具申込書

②　練習パンツ
（ユニフォーム）
（ゴールキーパー）

アディダス
黄×黒

パンツNO
－

③　ストッキング
（ユニフォーム）
（ゴールキーパー）

アディダス CV7441 ¥1,300 黄×黒 －

－

④　練習シャツ　半袖
（ユニフォーム）
（ゴールキーパー）

アディダス
緑×白

クラブロゴ・胸NO・背NO
－

⑤　練習パンツ
（ユニフォーム）

（ゴールキーパー）
アディダス

緑×白
パンツNO

－

⑥　ストッキング
（ユニフォーム）

　（ゴールキーパー）
アディダス GK6312 ¥1,300 緑×白

⑦　ジャージ　上 アディダス
クラブロゴ
個人名刺繍

－

⑧　ジャージ　下 アディダス 個人名刺繍 －

・振込者名は、宗像セントラルFC・選手氏名と明記をお願います。

クラブロゴ
個人名刺繍

－

⑩　リュック アディダス GL8577 40L ¥7,000

⑨　ピステ　上 アディダス CE7467 XS　　Ｓ　　Ｍ　　Ｌ　　Ｏ　　ＸＯ　 ¥6,600

クラブロゴ入 －

（ＮＡＮＥ　　　　　　　　　　　　　　） ・お支払は商品到着後、以下の振込先にお振込みにてお願いします。

資料７ 

http://www.sskamo.co.jp/


                                             

宗像セントラルフットボールクラブ ジュニア 

 

 

休 会 届 
 

 

私は、以下の理由により、宗像セントラルフットボールクラブジュニアを休会いたしま

す。 

 

 

１．理由 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

２．休会期間 

    

     年  月  日（  ）～    年  月  日（  ） 

 

  ※期間が変更になった場合は、ご連絡お願いします。 

 

  年  月  日 

 

宗像セントラルフットボールクラブ 

代表者  大 石  潤  様 

 〒   -   

住所                   

電話番号（    ）  -    

携帯番号（    ）  -  

入会者氏名               

保護者氏名              印 

資料８ 



                                             

宗像セントラルフットボールクラブ ジュニア 

退 会 届 
 

私は、以下の理由により、宗像セントラルフットボールクラブジュニアを退会いたしま

す。 

 

１．理由 

  差支えなければ、具体的にご記入下さい。 

 

①サッカーを辞める。 

  ②他のサッカークラブに入会する。 

   （クラブ名                          ） 

  ③他のスポーツをする 

   （                              ） 

  ④保護者のご都合 

   （                              ） 

  ⑤その他 

   （                              ） 

     

２．退会期日 

    

     年  月  日（  ） 

 

 なお、月会費は、     年  年迄お支払い頂いております。 

 未納分（     年   月     円）を     年  月  日（  ）迄

に送金お願いします。 

 

  年  月  日 

宗像セントラルフットボールクラブ 

代表者  大 石  潤  様 

 〒   -   

住所                   

電話番号（    ）  -    

携帯番号（    ）  -  

入会者氏名               

保護者氏名              印 

資料９ 



 令和 4 年 9 月 3日 

保護者の皆様へ  

 

宗像セントラルフットボールクラブ 

代表／ヘッドコーチ  大石 潤 

 

 

連絡網システム「ラインネット」について 

 

 

 日頃より当クラブの活動にご理解ご協力を頂き、誠に感謝いたしております。     

標記についてですが、２０１０年１０月より当クラブに導入しております。 

このシステムはクラブから会員へ確実にそして安全に連絡事項を連絡していくための方

法として、メールアドレスを登録して頂き、クラブから一斉送信するものです。 

つきましては、登録できるメールアドレスをお持ちの方は、資料９をご参照の上、各

会員にて登録作業を始めて頂きますようお願いします。なお、登録は着信をすぐに確認

できる携帯電話等のメールアドレスを登録して頂きますようお願いします。 

 スムーズに運用できますように、登録作業についてのご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

登録作業は、情報配信が遅れますので、できるだけ早くにお願いします。登録方法は別添

をご参照下さい。 

■ 複数カテゴリー所属のご家庭は各カテゴリー(ジュニア、ジュニアユース)ごとの登録

が必要です。 

■ 各所属カテゴリー１人の会員につき３つの登録でお願いします。 

■ 登録作業の受付は２４時間いつでも可能です。 

■ 登録できる携帯電話は docomo(i-mode)・au(ezweb)・softbank(旧ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ)です。 

■ 利用者にはメール受信料 がかかります。 

■ 個人情報に対しては、委託業者(株式会社コアシステムズ)が万全な対策をとって管理

します。また、クラブ及び委託業者(株式会社コアシステムズ)は利用者の個人情報を

この目的以外に利用することはありません。 
■ 登録方法に関するお問い合わせは 
  ㈱コアシステムズ  http://www.coasystems.net/ 

サポートセンター（月～金 9:00～17:00）0120－65－4441までお願いします。 
 

開発元で、データの管理も行っている株式会社コアシステムズはプライバシーマークを取得しております。 
当システムは、個人情報の取扱に関して「個人情報保護方針」を定めそれに沿って運用しています。 
 
プライバシーマーク制度とは、個人情報保護に関する国内規格(JIS Q 15001)に適合したマネジメントシステムを整備

し、個人情報の取扱いを適切に行っている事業所に対して、第三者機関である経済産業省の外郭団体:日本情報処理開
発協会＝JIPDEC(及びその指定機関)が評価を行い、認定された組織にはその証としてプライバシーマークと称するロ
ゴの使用を許諾する制度です。 
 

資料１０ 

http://www.coasystems.net/


メールを送ります。 携帯電話で右記のＱＲコードを読み込み、表示されたメールアドレス宛にメールを送ります。 

又は､メールを新規作成し、宛先に送信先メールアドレスを入力しメールを送ります。 

【送信できない場合】 
・件名や本文に「／（スラッシュ）」、又は、文字「あ」や「い」などを入力してください。 
・ iPhoneの方は、「-（ハイフン）」が違う文字になっている可能性があります。 
「 （地球儀マーク）」長押し→メニューから「English」を選択→「123キー」を押した後に表示されたキーボードから「-（ハイフン）」を入力してください。 

2，3分後、「仮登録通知」のメールが届きます。（5分以上経っても届かない場合は受信設定 (※1)をして、再度メールを送信してください。 

 

福山市立○○小学

校 
福山市のメール登録について 

★登録手続きは、入会書類提出後、速やかに行って下さい。 109 新規登録のプリント  ラインネット 登録について  
 

※1 送信先のメールアドレスを受信指定してください。ドメインは、「l ine-nt.com(ｴﾙ･ｱｲ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)」です。 

メール設定に関しましては、携帯ショップへお問合せください。 

■ Eメールで登録可能（フリーメールでも利用できます） 

ＱＲコード 

お問合せ  運用について  担当 大石 潤 TEL 090-1087-8341 
使い方について ㈱コアシステムズ TEL 0120-65-4441 

 

 

（受付時間 平日 9：00～12：00 13：00～17：00 土日祝除く） 

 

 

→ 注意事項を確認し、 

登録開始を押します。 

→ 登録完了！ 

 5分程度で登録完了通知が 

届きます。届いたメールは 

保存しておいて下さい。 

また、メール一覧へを押し、 

ブックマークをしておくと 

送信一覧がいつでも確認 

できます。 

 

→ 名前（保護者名） 

と電話番号を入力し、 

次へを押します。 

※代表メール以外にサブの 

メールを2つ登録できます。 

→ 登録内容を確認し 

登録を押します。 

例）ジュニア/2022 年小 1 年 福山花子さん が登録する場合 

届いたメール本文の

ＵＲＬからインター

ネットへ接続します。 

 

送信先メールアドレス：  m-central@z.line-nt.com 

3 

2 

１ 

→ 分類を追加するを押し、 

大分類/小分類を選択し、 

利用者名：（生徒名） 

№： 何も入力しない 

を入力し、確定を押します。 

→ 他に追加する分類がある 

場合、分類を追加するを 

押します。 

ない場合は、次へを押し 

ます。 

◎会員情報の修正をしたい場合 

メール一覧へ ⇒ メニュー（≡）⇒ 「会員情報・修正」より、「基本情報」及び、修正期間内であれば「分類情報」の修正が可能です。 

◎アドレス変更した場合 

メール一覧へ ⇒ メニュー（≡）⇒ 「会員情報・修正」より、メールアドレスを新しいメールアドレスへ変更してください。 

学校の受信メールをお持ちではない方は、登録し直しとなります。旧登録情報は、学校の管理者から削除となりますので削除依頼をしてください。 
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	【資料６】（FP）ジュニア用具申込書
	【資料７】  (GK）ジュニア用具申込書
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