
令和４年度(R４.３)総会資料 
１ 前役員 あいさつ 

２ 監督 あいさつ 

（監督あいさつ終了後、練習があるので退席します。） 

３ 前年度 「会計報告」 

前年役員 退席します。本当にお疲れ様でした。 

４ 令和４年度「古市ＪＳＣ」新役員紹介 

    別紙参照 

 

基本活動方針 

昨年まで築づかれた「古市ＪＳＣ 保護者会」の活動方針を継続し、藤本監督のもと「古市ＪＳＣ」の選手た

ちをサポートして行きたいと思います。 

 

１ 練習について 

基本 （土）（日）9:15(注意)～12:00 

（土）の高学年のみ午後練習(13:30～17:00) 自由参加。（低学年は、参加できません。） 

【注意事項】 

⑴ 朝 学校駐車場のカギ開放は、8時 50 分です。 

子供たちを、学校に 8 時 50 分以降に到着するよう、家を送り出して下さい。 

⑵ 昼食・飲食後のペットボトル・ゴミについて 

自分の食べた・飲んだものは、各自責任をもって持ち帰るように、家で言ってあげてください。 

※基本→学校飲食禁止になっています。 

⑶ 水分補給は、各自充分な水分を持たせてください。（特に夏場・高学年→昼練時） 

⑷ ボール・服の忘れ物が多い。（試合の時も）必ず「チーム名」と「名前」を記入してください。 

⑸ 雨天時・グランド不良による練習中止 

練習日の朝、「練習の中止メール」は、送りません。 

朝 9:00の時点で、各家庭で判断してください。（9:00 の時点で雨が降っていれば中止です。） 

なお、ややこしい時は、9:15 に監督がｸﾞﾗﾝﾄﾞ状態・天気を見て判断してくれますのでｸﾞﾗﾝﾄﾞに来させて

ください。 

練習途中による中止も、監督が判断されます。 

（基本 少年ｻｯｶｰは雷が聞こえたら、即中止・中断。雨でなくても。） 

 

２ 当番について 

 ※ 徹底事項 

  ビブスの洗濯は、当番が実施してください。【汚れ時、適時実施。1 年通年】 

  当番 後半の保護者（午前・午後とも）、ビブスを持って帰って、洗濯し来週子供に持たしてください。 

(汗により不衛生になっています。協力お願いします。) 

 

●（土・日練習当番 午前中）について 

（子供のケガ体調管理・掃除の実施） 

  8:50～9:50 の時間帯と、11:10～12:10の時間帯で実施する。 

途中は、監督・コーチがグランド当番します。 

  （8:50～9:50） 

⑴ 8:50 に来て、ベンチ・ドリンク・ボール・サッカーゴールの準備。 

① ６・５年を中心に、Ａチーム編成で公式戦等は活動します。（登録メンバー） 

羽曳野蹴楽 FCからも、一部登録選手として、活動を実施してもらうこともあります。 

② （土）（日）２日間の参加チームの多い大会に参加することもあります。（泉南カップ等） 

③ 羽曳野市スポ少の事務局が、古市 JSC のため、大会では「本部」担当します。 

  →スポ少役員の免除と予備日のグランド使用で「古市 JSC カップ」を開催。 

 



⑵ 飲み物持参。 

春・夏→お茶 2 ﾘｯﾄﾙ・氷（飲み物冷やす用・ｱｲｽｺｰﾋｰ用） 

※アイスコーヒーは、「部」で用意します。倉庫にあるので使ってください。 

  冬→お茶 1 ﾘｯﾄﾙ・お湯（適当）（コーヒー用）（コーヒー・クリープ・砂糖「部」で用意） 

途中（約１時間）、当番休憩、グランドを離れて結構です。 

（11:10～12:10） 

⑴ 10:20  トイレ掃除・コップ洗い 

⑵ 11:15～ 倉庫の掃き掃除実施。 

⑶ ベンチ・ドリンク（コップも含む）・ボール・サッカーゴールの片付け 

⑷ グランドのゴミ集め（日曜の当番は、ゴミを指定場所に出す。） 

※保険適用するケガが発生した時は、「6 年役員」に連絡ください。 

 

●【高学年→土曜日の午後練習】【前半（12:00～13:30）・後半（16:00～17:00）１人同じ者】 

高学年の保護者で実施 

  【前半】12:00～13:30まで 

昼食を学校で食べる子供たちのため、学校を開放します。（昼食後のゴミに注意。） 

昼練(13:30)が始まれば、監督・コーチに子供たちをお願いします。 

  【後半】16:00～17:00まで 

   昼練最後の練習で、主に、紅白戦・練習試合を見守る。 

   昼練での特異事項（ケガ）の確認。 

練習終了後の片づけ。 

 

●【試合当番】 

現地で当番する人を２名にします。 

   「現地試合当番２名」交代制（前・後半にしてもよい。）各学年で決めてください。 

「現地試合当番」と別に、送迎係は必要です。（選手の送迎・荷物搬送） 

「現地試合当番２名」と「送迎係」が協力して、テント・イスの用意。（駐車台数注意。） 

「現地試合当番２名」で、試合要綱（ボードに張ってある）を確認し、子供たちの引率。 

監督・コーチ等の昼食の手配・用意等を行う。 

【「古Ｊ」が本部担当の大会は、2名＋1名の 3名体制でお願いします。】 

 

３ 練習服 

 ⑴ 基本は、白い「古市ＪＳＣのＴシャツ」又は、白っぽいＴシャツを着用してください。 

  （ビブスでの練習試合で、分かりにくいため。チーム編成が偏る。） 

  （チーム統一のため） 

 練習服の購入→1枚 2,000 円(税込)で販売。（「役員」に注文してください。） 

 ○サイズ 120・130・140・SS(旧 150)・Ｓ(旧 160)・Ｍ  ６サイズで注文ください。 

⑵ 蛍光ネーム入り T シャツを移動着及びアップ着として購入着用してください。【4年～6年のみ】 

【4年～6年のみ】 

試合の移動時（行き・帰り）も、基本「古市ＪＳＣのＴシャツ」を着用させてください。 

1 枚 2,500 円(税込) 

 

４ ユニホーム 

⑴ ユニホームを各学年管理で １年間 番号指定で貸出します。ソックス・長袖アンダーは各自購入。 

⑵ ソックスについて 

  １～５年生の新たな購入は、ﾒｰｶｰ指定しない。 

※枚数が集まれば、約 560円アンブロソックス注文聞きます。 

  ※注意 ６年は、統一すること。 

⑶ ユニホームは洗濯・回収しない。 

   必ずネットに入れて洗うこと。 

   ユニホームを各学年管理で １年間 番号指定で貸出します。 

 

 



 

５ 学校敷地内は、禁煙・車進入禁止。路上駐車禁止。 

 ⑴ タバコを吸われる方は、敷地外（駐車場前に灰皿用意。） 

 ⑵ グランドは、車進入禁止です。 

試合の荷物を取りに行く時は、必ず駐車場に車を止めて、荷物の積み下ろしをお願います。 

（グランドに車のタイヤ跡が付くと、土日のグランド使用できなくなります。） 

 ⑶ 学校周辺は、路上駐車禁止です。 

   試合の行き帰り時、短時間でも路上駐車は「学校」に苦情が入ります。（20 分無料ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ利用。） 

※ 試合後の監督・引率コーチ・保護者への子供たちの「あいさつ」は、現地・試合会場にて実施してく

ださい。（学校到着後は、速やかに解散すること。） 

 

６ 月謝について 

⑴ 低学年(1・2・3 年) １ヶ月 1,500円を４ケ月分 6,000 円【１年（12 ケ月）＝18,000 円】 

高学年(4・5・6 年) １ヶ月 2,000 円を４ケ月分 8,000 円【１年（12 ケ月）＝24,000円】 

⑵  ①４月(1 学期分)→4・5・6・7月分 

②８月(2 学期分)→8・9・10・11 月分 

③12月(3学期分)→12・1・2・3月分 

クラブ退会時は、３期内の期間中の会費は、返金しない。（４カ月分の会費） 

 ⑶ 年度当初 1 人＝800 円のスポーツ保険代が必要。 

 

７ 試合について 

  ホームページに大会やカップ戦の予定表を掲載しています。 

 ⑴ 大会 

   ①スポーツ少年団 各学年大会 

   ②古市ＪＳＣカップ 各学年大会 

   上記大会を主要大会として出場します。 

③近隣チームからの招待カップ戦 

   ④６年生のみ、「６年学年会計」で大阪府ｻｯｶｰ協会に登録し、「くら寿司カップ」のみに出場。 

 ⑵ 交流試合・練習試合 

   【監督が、各学年の状態を考慮して判断します。】 

 

 ⑶ 試合雨天時の連絡について 

   試合・大会の中止・延期の連絡は、「ＪＳＣメール係」が代表で行います。 

   よって、雨天であっても中止メールがない時は、試合があると理解し、集合してください。 

 

８ 試合詳細の連絡方法（徹底事項） 

 「ＪＳＣメール係」の役目・仕事が、膨大となってきていることから連絡方法を徹底します。 

 「ＪＳＣメール係」より説明 

 

⑴ 詳細タイムテーブルが届けば、２部コピーを持参。ボードに添付します。 

学年 上（シャツ） 下（パンツ） ソックス 長袖（ｱﾝﾀﾞｰ） 

１・２年 白 青(番号有) 
ﾒｰｶｰ指定なし。 

紺・白ライン 
(指定なし)白 

３年 紫色 紫色(番号有) 
ﾒｰｶｰ指定なし。 

紺・白ライン 
(指定なし)紺 

４年 オレンジ色 オレンジ色 
ﾒｰｶｰ指定なし。 

オレンジ色 
(指定なし)紺 

５年 ターコイズ色 ターコイズ色 
ﾒｰｶｰ指定なし。 

紺・白ライン 
(指定なし)紺 

６年 
（正）紺色 

（副）白 

（正）紺色 

（副）白 

指定：アンブロソックス 

(正)紺色・白ライン 

(副)白・青 2本ﾗｲﾝ 

(指定なし)紺 

(副)指定なし白 



①１枚目→監督 

②２枚目→引率コーチ（試合当日、ボードから外し、試合に持っていく。）（試合当番が持参） 

⑵ 詳細が届いたら、すぐにホームペーシ゜にアップしますが、ギリギリになって届くことがあります。 

 

以上で新年度の活動方針の説明を終わります。 

 

何か、ご意見・ご不明な点はありませんか？ 

 

「令和４年度の活動方針」 みなさんの承認を得たいと思います。 

拍手で承認していただけますでしょうか。（拍手） ありがとうございます。 

これで総会を閉会させて頂きます。１年間 皆様のご協力 よろしくお願いします。 

 

次に、今年の卒団式 ３月２０日（祝・日）について 

 

９ その他 

⑴ 芋縄コーチにより 

平日 体育館で１週間に１回（４月～翌年２月）(ホームページ参照) 

低学年・高学年分けて 体育館練習を実施。基本（月）（木）自主参加です。 

⑵ 芋縄コーチにより、 

旭ヶ丘ＪＳＣの太子・柏原ナイター練習に、自主参加できます。１回＝200円(円明)・300 円(太子) 

（日程は、わかり次第ホームページに掲載します。） 


