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保 護 者 の 承 諾
私(達)は、保護者としてラスカル千駄木（以下、本会）の会則を十分に理解した上で、私(達)の子供が本会の会員
となることを承諾します。
私(達)は、会員保護者としてでき得る限り本会の諸活動に参加し、また他の会員保護者およびｺｰﾁなどと互いに協力
して、本会の運営を助けます。
私(達)は、本会の他の会員保護者およびｺｰﾁなどからの求めに応じて、私(達)自身の子供の保護者としてだけでなく、
会員全体の育成や本会の運営のために、協力しできる限り奉仕します。
私(達)は、私(達)の子供の体調を整えて本会の活動に参加させ、万一怪我や病気などが発生した場合には、本会で
通常の手続により加入するス ポ ー ツ 安 全 保 険 以外には、法律的な権利を一切主張しません。
※保険の適用は原則入会の翌月からになります
入会申込書に記載した個人情報が、本会の運営に関わる目的で使用されることを承諾します。
ﾎﾟｽﾀｰおよび HP 等への写真掲載を承諾します。（写真掲載を承諾できない場合は、入会にあたっての一言に記載）
㊞
（保護者の署名・捺印）
㊞
ｽﾄｯｷﾝｸﾞ・ﾕﾆﾎｰﾑの説明

会費の徴収・変換ルールの説明

学年担当ｺｰﾁへの連絡

練習日・場所・時間事の説明

入会希望月の確認 (

会計への連絡・付保確認

月間予定表送付・アドレスの説明

ｵﾌｨｼｬﾙ T ｼｬﾂの配布(Size )

月より)

地域のﾙｰﾙ厳守の説明

記入内容確認日：

連絡網等のデーター登録日：

連絡網追加、再配布

【１】 ﾗｽｶﾙ千駄木 入会のご案内

1.

ﾗｽｶﾙ千駄木（以下、本会）は、単に子供達のｻｯｶｰ技術の向上を目指すことを目的としたﾁｰﾑではありません。ｻｯｶｰを通し
て、子供達が他者（上の子や下の子も含めて）を理解し、自分が周囲の人達に貢献するという気持ちを醸成するだけでなく、
子供同士・親子の間・保護者同士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや親睦を深め地域における連帯と信頼関係を高めること、そして更には、
保護者自身が子供達とともに運動を楽しむことも、とても大切だと考えております。

2.

『会則』(必要に応じ随時改定)は必ずご理解ください。

3.

本会は、会員の皆さんのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを基礎とした文京区社会教育関係団体です。本会の運営にはｺｰﾁ・世話役・その他事務
関係を担う運営委員、選任された役員など、いろいろな役割を分担することが必要であることにご理解頂いた上で、ぜひ積
極的に本会の運営へのご参加とご協力をお願いいたします。

4.

子供達が、楽しく安全にｻｯｶｰに集中できる様に、練習時の立会当番や試合時の車出しなどにもできるだけご協力ください。
また、広いｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを確保するために練習場所が分散しています。練習の行き帰りには自転車を使うことが多いと思います
が、交通事故に遭わないように十分注意してください。低学年の間は、できるだけ保護者も同行してください。

5.

「地域のﾙｰﾙ」を厳守頂きますようお願い致します。ﾗｽｶﾙの活動は学校を始めとする地域の方々に支えられていることを認
識頂きﾙｰﾙの厳守をお願い致します。特に「公園でのｻｯｶｰ」は厳禁です。文京区の公園では、ﾎﾞｰﾙ遊びは原則禁止されて
おります。

6.

本会の会員は、「【５】本会における役割分担について」に沿って活動に関わって頂くことになりますが、役職の有無を問わず
全て平等であり、上下関係はありません。

7.

本会の運営会務や練習に関する不明点・疑問点などがありましたら、担当の世話役・ｺｰﾁ、代表・会長・副会長 にご相談く
ださい。

【２】練習日について

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてご確認ください。 http://www.rascal-sendagi.com/guidance.html
※文林中にて練習がある日は、10：30～12：30 でﾌｧﾐﾘｰｻｯｶｰを行なう日もあります。（練習試合となる場合もあります）
※直前にｸﾞﾗｳﾝﾄﾞが変更になったり、練習試合等が入る場合があります。ｺｰﾁ・世話役からの連絡に留意するとともに、常々ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞのｽｹｼﾞｭｰﾙをご確認願います。 http://www.rascal-sendagi.com/schedule.html

【３】練習時に準備する持ち物について

①ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ（ｻｲｽﾞは各学年の担当ｺｰﾁに確認）
②すねあて
③ｽﾄｯｷﾝｸﾞ（ｻｯｶｰ用のﾊｲｿｯｸｽ）
④ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ（特に許された試合以外はｽﾊﾟｲｸ不可。なお最初は普段の運動靴でも可。）
⑤運動着（ｻｯｶｰをしやすい上下の服装、入会時にお配りするｵﾌｨｼｬﾙ T ｼｬﾂも利用可。）
⑥水筒 （飲料は練習会場の規則に従ったもの）
⑦ﾀｵﾙ、ﾊﾝｶﾁ、ﾃｨｯｼｭなど
⑧帽子、手袋など（冬季の防寒用）
上記（本会から貸与するﾕﾆﾎｰﾑ以外の全ての持ち物）には、必ずわかりやすい位置に記名してください。
特にｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ、水筒には、上から見てすぐに判別できる様に名前を記入してください。

【４】試合への参加について

①選手起用の考え方
冒頭、ｻｯｶｰ技術の向上を目指すことだけを目的としたﾁｰﾑではない旨を明記しましたが、かといって、練習に来なくても良いわけ
ではありません。『試合』は練習の成果を試す場です。また、相手ﾁｰﾑとの技術や体力の差（主に学年差による）などを考慮する
必要もあります。
本会では、試合での選手起用や戦術の実施は、保護者の委任のもと、該当学年ｺｰﾁが行います。 基本的には全員が試合に参
加することとしていますが、試合への出場人数には制限があります。どうしても、試合によってある程度は参加者（または出場者）
を絞らざるを得ません。そこでｺｰﾁは、各会員の普段の練習への参加状況、参加している試合の位置付け、当日の会員本人の
状況等を総合的に判断して、選手起用を決定することとなります。試合数が少ない場合には、当日の試合に「参加」しても「出場」
できない（または出場時間が短い）こともあろうかと思いますが、ご理解をお願いします。
②ﾕﾆﾎｰﾑ
試合で用いるﾕﾆﾎｰﾑ（上下）は本会から貸与します（小１以上）。とても傷みやすい生地なので、着用は原則、試合時のみに限定
し、大切に扱ってください。また貸与品ですので、名前を書き込まないでください（他の会員のﾕﾆﾎｰﾑと区別したい場合は内側に
氏名を記した布を仮縫いで留めるなど適宜工夫してください）。洗濯時には、必ずﾈｯﾄに入れて取扱ってください。
ﾕﾆﾎｰﾑは、毎年３月頃に回収し、４月の新学年を迎える際にお子様のｻｲｽﾞを確認してあらためて配布します。また、退会時など
には、ﾕﾆﾎｰﾑの上下を必ず世話役へ返却してください。 紛失し、退会までに見当たらない場合は実費をご負担いただきます。
③ｽﾄｯｷﾝｸﾞ
試合で用いるｽﾄｯｷﾝｸﾞはﾁｰﾑで統一する必要があるので、各学年のｺｰﾁ・世話役に確認の上、個別に購入してください。なおｽﾄｯ
ｷﾝｸﾞは個人所有ですので、記名していただいて構いません。
④その他の持ち物や準備など
・すねあて・・・必携です。試合に忘れた場合、審判から試合への出場を許可されなくなります。
・手のつめ・・・必ず短く切っておいてください。特に試合の前日には、保護者の方が確認してください。
・弁当・・・一日かけて行われる試合では必要となります。ｺｰﾁや世話役から都度ご連絡します。
・水筒・・・中に入れる飲料については、各会場の規定に従います。ｺｰﾁに確認してください。夏季には普段の 2 倍程度は持たせて
ください。
・氷柱・・・夏季は必要です。ﾀｵﾙや補充用飲料を冷却する場合などに用いるため、清潔な氷をもたせてください（よく洗った牛乳ﾊﾟ
ｯｸに水を入れて凍らせておく等）。
・ﾀｵﾙ･･･夏季は冷却用として、ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙを１枚持参してください（大きすぎるものは避ける）。
・着替え･･･原則としてﾕﾆﾎｰﾑには、試合会場に到着してから着替えます。
・お菓子やゲームなどｻｯｶｰに不要なものは、当然ながら練習や試合には持たせないでください。

【５】本会における役割分担について

(1)世話役
①選任・・・会員保護者の中から、互選で選任されます（概ね各学年に２名）。
②任期・・・1 年間（4/1～3/31）。但し継続してお子さんが在籍する学年の世話役となることも可能です。
③主な業務は下記の通りです。世話役は日々の活動を支える大黒柱で、試合参加者のとりまとめや学年毎に担当するｲﾍﾞﾝﾄの
中心となります。他の会員の貢献を呼び起こす「誘い水」となってください。
<練習時>ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞや練習時間の変更連絡があれば対応、及び水曜練習の当番管理、他

<試合前>ｺｰﾁから伝えられた試合概要や持ち物等を会員へ連絡/参加者を確認しｺｰﾁへ連絡/直前での欠席者等があればｺｰﾁ
へ連絡、他
<試合時>集合地点での参加者確認（点呼） /移動時のﾌｫﾛｰ（電車の切符購入補助、子供達の誘導）/会場設営（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞでのｼｰ
ﾄ、ﾃﾝﾄ、ﾃｰﾌﾞﾙの準備等）のお手伝い・子供達の給水時の対応（水筒や濡れﾀｵﾙの準備等）/審判の給水時の対応（必要な場合
のみ）、他
<試合後>集合地点での解散を原則とするので保護者への到着（帰着）予定時間の連絡など適宜対応、忘れ物の案内、他
<通常時>新入会者への対応（体験練習参加者のﾌｫﾛｰ、入会申込書回収、T ｼｬﾂ配布、ｽﾄｯｷﾝｸﾞ案内、連絡網の更新、会計への
連絡、ｺｰﾁへの連絡、他）
・会員からの意見の吸収（ｺｰﾁ、会長へ）、連絡網の整備、担当ｲﾍﾞﾝﾄの手配等
・ﾕﾆﾎｰﾑの管理（入会者への貸与、退会者からの回収、管理表作成）、他

(2)ｺｰﾁ
①選任・・・まずは「ｺｰﾁとして参加いただける方へのご案内」のご理解と同意が必須です。その上で、監督の承認を得てください。
ｻｯｶｰの知識や技術はｺｰﾁになってからでも習得する機会があります。事務面の作業もあります。子供が好きで何かをしてあげた
いと思う方は、ｺｰﾁとしての参加をご検討ください。
なお、各学年ｺｰﾁの取りまとめ役として 主ｺｰﾁを選任していただきます。
②任期・・・本人の希望によりますが、運営会議及び総会において学年毎体制の中で確認されます。
③主な業務・・・当該学年の選手育成を最優先と考えて育成指導及び事務連絡作業を行います。事務面以外では、主に下記の
業務を担います。
<練習時>担当学年、及びその他の学年（担当学年ｺｰﾁがお休みの場合等）の練習を企画、運営します。同じ担当学年のｺｰﾁの
中からは、極力ひとりは練習に参加できる様に、担当学年ｺｰﾁ間で事前に調整してください（調整がつかない場合は前後の学年
等に応援を依頼）。
<試合前> 試合概要（時間、場所、必要な持ち物など）を世話役へ連絡し参加者を募り、最終的な参加者を把握し車などの移動
形態と搬送能力を確認します。
<試合時> 集合時の参加者の点呼確認、電車での移動時の注意事項は世話役と同じです。 なお、車の場合は極力ｺｰﾁの車に
子供達が集まって乗車します（万一の到着遅延ﾘｽｸに備えて）。
<試合後> 世話役とともに、原則として集合地点への安全な帰着・解散までを全てﾌｫﾛｰします。
<通常時> 世話役や保護者の意見を随時吸収し、万事、本会全体の運営を積極的に助けます。

(3)保護者
・世話役やｺｰﾁの業務の中で、保護者の方でも手伝えることはぜひ自主的に対応してください。
・通常の練習時はお子様の成長を知る良い機会ですので、できるだけ練習を見に来てください。
・車出しの場合、ｶﾞｿﾘﾝ代や高速代は原則ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱです（乗車した人同士で割るなど適宜対応）。
・その他、練習時などで危険と思ったこと（自転車移動時も含めて）や改善点など、お気付きの点は随時、世話役やｺｰﾁなどに伝
えてください。そして連携を深めていってください。
(4) 役員
会員により選任されます

代表: 対外的にﾗｽｶﾙ千駄木の代表者となります。
会長: 育成母集団の長として会務を統括します。予算案の作成、運営体制表の作成、交流会の取りまとめ、学校などの窓口など
を担当します。

副会長(3 名): 会長と協力して会務を処理します。また、担当学年の相談窓口、学年間の引き継ぎのサポート、イベントのサポート
などを担当します。
監督: コーチ陣の長として育成指導を総括します。主コーチの取りまとめ、審判および指導員の育成などを担当します。
会計: 現金出納、銀行口座の管理を行います。また、会員の保険の付保も行います。
会計監査役: 会計報告の監査を行います。

会長以下の任期は、選任の時より 1 ヶ年とし、総会で選出されます。 継続も可能です。

(5) 各学年の運営にあたっては、上述の役割分担が難しい場合のｱﾚﾝｼﾞ等も含め、学年ごとの調整を尊重しますが、会として一
貫性・統一性を維持するためにも他学年や経験値の高いｺｰﾁなどとの意見交換や交流も意識して行ってください。また、学年の
運営が会全体に影響が及ぶ恐れがある場合は、役員・運営委員に意見を求めてください。

(6) 重要事項の処理のために開催される運営会議においては、代表 1 票、会長 1 票、副会長(3 名で)1 票、監督 1 票、会計役(3
名で）1 票、ＲＳＣ(ﾗｽｶﾙｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ) 1 票、(幼～中学)各学年世話役各 1 票、（幼～小 6）各学年主ｺｰﾁ各 1 票、計 21 票の議
決権を有します。 会則第 7 条にあたるような重要案件の決議には、3 分の 2 以上の同意が必要となります。

【６】会費について

会費には、①月会費と②入会金があります。

① 月会費

② 入会金

幼稚園～小 6

2,000 円（小学生までの兄弟在籍の場合、2 人目以降は 1,000 円）

一律 3,000 円

中学生

500 円

金額
支払方法

毎年 4 月と 10 月の総会時に半年（6 ケ月）分を一括して集めます

入会時に随時

返金の有無（会則第 7 条に基

退会申出の翌月以降、1 ケ月以上の前払いの月会費がある場合、原

返金は行いません

づく除名の場合は含まず）

則として当該月会費を返金

保険： 入会後、活動時間中に生じた傷害や賠償を保障するため、(公財)スポーツ安全協会が用意するスポーツ安全保険（に加
入します。

【７】入退会の時期について

(1)入会
・随時受付けます。但し幼稚園生は、原則として年中からの入会をお願いしています。（あまり小さいと、一緒に練習する年長のお
子さんが蹴ったﾎﾞｰﾙに対応できなかったり、ころんだりして怪我をする危険性が高いためです）
・正式入会後に会計担当がスポーツ保険への加入手続きを行います。
・世話役の方へ⇒発育の個人差を踏まえ上記年齢に満たなくても強く入会を希望される方がいる場合は、個別に担当ｺｰﾁとご相
談ください。

(2)退会
・随時受付けます。

・月会費（通常は半期毎前納）の余分が有る場合(*)は、原則として月単位で返金します。会計ご担当へ個別に連絡し、対応してく
ださい。 (*)退会申出月の翌月から起算して、1 ケ月以上の前払がある場合を指します。
4 月・10 月に会費を集金する場合は、下記の対応となります。
8 月または 2 月一杯で退会する場合→1 ケ月分を返金/7 月または 1 月一杯で退会する場合→2 ケ月分を返金
6 月または 12 月一杯で退会する場合→3 ケ月分を返金
※退会時は、必ずﾕﾆﾎｰﾑを返却下さい。
※年度末の 3 月に退会する場合は、2 月末日までに必ず申し出をお願い致します（3 月上旬に処理される 7 ﾌﾞﾛｯｸ選手登録費
用及び保険料の無駄払い防止の為）。
以 上

