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２０１９年 ４月号

                                   兵庫フットボールクラブ

                                      代表 永浜 和紀

第２５回関西小学生サッカー大会 関西大会  
                           

3 月 23 日(土)  Ｊグリーン堺   予選リーグ

         兵庫 FC ５－３ セレソン中之島(和歌山)
         兵庫 FC １－２ 奈良テソロ(奈良)

3 月 24 日(日)  Ｊグリーン堺   ２位トーナメント

１回戦   兵庫ＦＣ  ０－３ アバンチ茨木（大阪）

２回戦   兵庫ＦＣ  ５－０ 加茂ＦＣ(京都)

兵庫県大会と同じように、できるだけ多くの選手に出場機会を与えました。関西大会という大舞台で、

自己表現ができ活躍した選手もいます。逆に、相手の激しいプレスに、思い通りのプレーができなかっ

た選手もいます。しかし、すべてが良い経験になったと思います。子ども達の目は、輝きを増し必死で

頑張ってくれています。

合宿では、それぞれのポジションの役割と、要求されているプレーを理解し、一人一人が努力する課

題を明確にしました。

海外交流会

予選リーグ     １－１ 芦屋ＳＣ    ３－０ 韓国

決勝トーナメント  １－０ 西宮ＳＣ    ２－３ 長尾台

大山田招待

予選リーグ  Ａチーム                Ｂチーム

       ５－１ 大山田 Ｂ(三重県)       ０－２ ヴァンフォーレＢ

       ０－２ バディ(東京)          ３－３ Ｄ高田

       ２－０ グランパス三好(愛知県)     ４－１ オステンＦＣ

       ０－４ ＤＲＥＡＭ（愛知県）      １－４ 清水エスパルス

       ３位 決勝トーナメント進出       ５位 下位リーグ

決勝トーナメント

       １回戦 ２－０ オステンＦＣ

       ２回戦 １－１ 大山田ＳＣ Ａ  ２－１ ＰＫ勝ち

       準決勝 ０－２ ヴァンフォーレ甲府 Ａ

       ３位決定戦  １－３ 清水エスパレス

ダノンカップ 日本大会 決勝戦進出チーム  ヴァンフォーレ・清水エスパレス

この２チームと試合ができたことは、選手にとって素晴らしい経験になったと思います。同じ小学生。

身体が大きいわけでもなく、普通の小学生です。しかし、ユニホームを着ると本物のサッカー選手。兵

庫ＦＣの選手にとっては、お手本のような選手とチーム。これから頑張ってくれると思います。
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２０１９年度 スクール・ボーイズの退会・継続について

現６年生は自動的に、３月末で退会となります。５年生以下で、退会を希望する方は、事務局までご

連絡ください。

退会手続き ①事務局へＦＡＸで連絡      Fax 079-422-9509   

         ②事務局へメールで連絡      club@hyogo-fc.com
③事務局への電話で対応します。  TEL 079-425-6380
    火曜日から金曜日、午前１０時から１３時の間の対応になります。

継続を希望する方は、年会費が必要になります。年会費の納入をお願いします。

２０１９年１月以降に入会した方は、年会費免除です。

年会費  サッカースクールの方       ６４８０円

       ボーイズの方           ８６４０円

              ※ サッカースクール・ボーイズ  両方の年会費は必要ありません。

  年会費の納入は、従来通り ① 三井住友銀行口座からの振込

               ② ゆうちょ銀行口座からの振込  でお願いします。

  育成コースは、年会費はありません。初回の登録費のみです。

  年会費は５月１５日まで  にお振り込みください。振込が遅れた場合、スポーツ

保険の対応ができなくなる場合があります。

大学生コーチ募集中    兵庫ＦＣ出身の、大学生コーチを探しています。

火曜日から金曜日までの、サッカースクールの指導。

火曜日・木曜日  加古川スクール １７：３０～１９：１５

水曜日・金曜日  西神スクール １８：００～１９：３０

専属コーチ募集中

マイクロバス免許所持・キッズ・小学生の指導経験有の方優遇 社会保険有り

希望者は、事務所まで連絡お願いします。ＴＥＬ ０７９－４２５－６３８０
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２０１９年度 スクール・育成・ボーイズの選手募集 募集中

  加古川スクール   火・木曜日  加古川西スポーツ広場

            １７：３０～１９：１５    送迎バスあり

  西神スクール    水・金曜日  三木防災公園  人工芝Ｇ

            １８：００～１９：３０    送迎バスあり

  すずらんスクール  木曜日  すずらんフットサルパーク  人工芝Ｇ

            １７：００～１８：２５    送迎バスはありません。

育成コース    ※育成コースは定員があります。

★ 神戸育成コース  火 ・ 木曜日 ３．４．５．６年生  人工芝Ｇ

すずらんフットサルパーク １８：３０～２０：３０  

火・木曜日 送迎バス  春日プラザ  １７：３５

            西神南駅前  １７：５０

            学園都市駅 駐輪場前  １８：００

★ 加古川育成コース 水・金曜日  ３．４．５．６年生  人工芝Ｇ  

三木防災公園  １８：００～２０：００  

      水曜日 送迎バス  加古川ニッケ    １６：５０発 ２０：４０着

                ＪＲ加古川駅    １７：００発 ２０：３５着

                大久保ファミマ   １７：２０発 ２０：２５着

      金曜日 送迎バス  加古川ニッケ    １６：５０発 ２０：４０着

                ＪＲ加古川駅    １７：００発 ２０：３５着

                宗佐セブンイレブン １７：２０発 ２０：２５着

                三木ｺｽﾓｽﾄﾞﾗｯｸﾞ   １７：４０発 ２０：１５着

  練習会場が変わる可能性もあります。決まり次第、ホームページでお知らせします。

兵庫ＦＣボーイズ

土曜日・日曜日  天然芝 G・人工芝 G いい環境のグラウンドで活動します。

         レベルの高いチームとの交流戦、招待大会に参加します。

祝祭日      試合のある学年のみ活動

希望者は、練習に体験参加してください。新１年生から新３年生は大歓迎です。

１９８５年、学校単位で行われていたサッカースポーツ少年団。

       学校にサッカー少年団がなければ、サッカーができない状況でした。

『 いつでも、誰でも、どこからでも 』

当たり前のことが当たり前にできる今の状況と同じようなシステムで、サッカークラブを立ち上げま

した。  それ以来、兵庫ＦＣは、セレクションをしないという方針を守り続けています。そして、兵

庫県のＴＯＰレベルを維持しています。

        『 いつでも、誰でも、どこからでも 』

     今までも、そして、これからも、この方針は変わりません。なぜなら、子供たちの可能性は、

無限大です。そして、その可能性は誰もが持っています。

努力ができる子供と保護者なら・・・。
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サッカースクール連絡事項  必ずお読みください。

★ 雨で練習中止の場合

  他の曜日の練習に振り替えて参加していただいてもかまいません。ただし、送迎バスは利用できま

せんのでご理解ください。

★ スクール・ボーイズに出かけるとき、ボールをかばんの中に入れましょう！

★ 忘れ物 なくそう運動

水筒・ビブス・服・ボール・・・・すべての持ち物に名前があるかどうかもう一度ご確認ください。

消えかけているものは、太く大きく書き直してください。

子どもたちに忘れ物を見せても自分のものかどうかわからないようです。昨年も多くのジャンバー、

水筒を処分しました。

スポーツ用品の振り込み   りそな銀行  加古川支店

                 口座番号  １２９７７９１  名義 ナガハマ カズノリ

   会費とは別口座になりお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

４  月 ５  月

４月分会費納入

３月２５日～月末までに！

５月分会費納入

４月２５日～月末までに！

６  月

銀行からの振り込み

  三井住友銀行 加古川支店 店番号４３１   

普通口座 １７１１３８４   名義 ナガハマ カズノリ

         ３０字程度の書き込みが可能ですので、会員番号・会員氏名・内訳（年会費・

４月分会費など）をご記入ください。内訳が書き込めないときは、メールで

内訳を知らせていただくと会計処理がスムーズに行えます。

インターネット・ＡＴＭからも振り込めます。

郵便局からの振り込み  

ゆうちょ銀行・郵便局ＡＴＭからの送金は 手数料が無料です。

  ゆうちょ銀行  記号 １４３６０

          番号 １８０５６６５１  永濱 和紀

会員番号・会員氏名（子供の名前）・内訳（年会費・４月分会費など）をご記入ください。

★会費の振り込みについて

★★ 会費の納入は、翌月会費を月末までに納入する前納制です。よろしくお願いします。

新規入会者は、入会申込書が提出され（入会金が納入され）、会員登録された後、入会者に事

務局から会員番号を報告します。

会費の振り込みが、１ヵ月遅れの方がいます。前月払いのご協力をお願いします。
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兵庫ＦＣ サッカースクール 予定表

２０１９年 ４月 ～ ２０１９年 ５月

★ スクールが休みの日   土日曜日・祝祭日、春休み・夏休み・冬休みなど

              学校が休みの日はサッカースクールもお休みになります。

★「今日のサッカースクール、あるだろうか。」 兵庫ＦＣ連絡掲示板の ＵＲＬ  バーコード

サッカースクール・ボーイズ・の連絡掲示板です。緊急時の対応もできます。天候

の急変によるスクールの有無・渋滞による送迎バスの状況・遠征の帰りの時刻など

タイムリーに報告できます。

携帯電話で 「バーコード読み取り機能」 を使って、読み込み、アドレスを保存

してください。

    http://hyogo-fc.cocolog-nifty.com
上記アドレスでも、掲示板を見ることができます。

兵庫ＦＣ事務局 火曜から金曜 １０時から１４時まで 対応可能！

   月曜日・土曜・日曜日は、事務所は不在になります。

   （学校休業日は事務所には、誰もいません。緊急の場合は、090-3973-

日 曜日 ４月 日 曜日 ５月

第１週 第１週

2 火 春休み 火

3 水 春休み 1 水 祝日休み

4 木 春休み 2 木 祝日休み

5 金 春休み 3 金 祝日休み

第２週 第２週

9 火 加古川 7 火 加古川

10 水 西神 8 水 西神

11 木 加古川・鈴蘭台 9 木 加古川・鈴蘭台

12 金 西神 10 金 西神

第３週 第３週

16 火 加古川 14 火 加古川

17 水 西神 15 水 西神

18 木 加古川・鈴蘭台 16 木 加古川・鈴蘭台

19 金 西神 17 金 西神

第４週 第４週

23 火 加古川 21 火 加古川

24 水 西神 22 水 西神

25 木 加古川・鈴蘭台 23 木 加古川

26 金 西神 24 金 西神

第５週 第５週

30 火 祝日休み 28 火 加古川

水 29 水 西神

木 30 木 加古川

金 31 金 西神


