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２０２１年 ４．５月合併号 

                                   兵庫フットボールクラブ 

                                      代表 永浜 和紀 

 充実した、春の合宿・ゴールデンウィークの強化練習。 

  春の大洲合宿(４泊５日)では、一人一人の技術に焦点を当て、そのレベルアップに打ち込みました。

ボールコントロール・ドリブル・ヘディング、時間をかけ繰り返し練習しました。 

  サッカーのレベルを上げるために、人間としてのレベルアップにも焦点を当て、生活を見つめ直し

ました。決められた時間を守り、集団生活をするためのルールを知る。持ち物の整理整頓。感染防止対

策をしながらの生活の在り方。生活の在り方を意識することが、サッカーをも成長させることにつなが

る、物の見方・考え方。ボーイズの選手が、普通の小学生とは全く違う生き方をしていることを、保護

者の皆様には見てもらいたい。そして、そのことが子供たちを大きく成長させています。保護者の皆様

がそのことを意識し、普段の生活での声かけをしていただければ、ありがたいです。 

 

   心が変われば 行動が変わる 

          行動が変われば 習慣が変わる 

                  習慣が変われば 人格が変わる 

                          人格が変われば 人生が変わる 

 

  ボーイズの子供たちは、特別な感染症対策として、健康チェックシートを持たせています。家族全

員の体温を毎日記録させています。家族の誰か一人でも異常があれば、コロナ感染の疑いとして練習を

休んでもらい、陰性であることが確認できれば練習に参加する。今まで、感染者がでることなく過ごし

てきました。 

  ５日連続の休みとなるゴールデンウィークは、個人のレベルアップから、仲間と力を合わせる。本

当のサッカーへの第一歩としてのトレーニングです。自分がうまくなることの喜びは、子供たちの目が

輝きます。仲間と力を合わせると言うことは、目が真剣になってきます。目の奥から物事を見る真剣さ

を感じます。友達の考えが理解でき、その考えに自分が協力する。そして、それができたとき、サッカ

ーの本当の喜びを感じます。 

  仲間の思いを理解することが、自分のサッカーのレベルアップにつながることを、もうすぐ理解で

きるようになるでしょう。指導者が目指しているものは、そこです。この２年間、それができなかった。 

 

  ゴールデンウィーク最終日。雨の中での練習。あえて決行しました。 

雨の中の練習は、練習以外にしなければならないことがたくさんあります。濡れたユニホームを着

替え・荷物の整理を繰り返す。バスの中でのお弁当。場所を制限された中での行動は、普段のそれとは

気遣いが必要です。人間のレベルが高ければ、問題なくできるはず。 

３年生もしっかりとできました。サッカー以外の場面での生活。しっかりやってくれる選手に感謝。 

４．５．６年生の顔つきは、一人前のサッカー選手です。とんでもないチーム・選手が育ちそうで

す。 

兵庫ＦＣの組織 

ヴィッセル神戸と兵庫ＦＣが提携し、兵庫ＦＣジュニアユース(中学生年代)のチーム名を 
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   『 ＶＩＳＳＥＬ 播磨 Ｕ－１５ 』  に変更します。 

★ヴィッセル神戸から指導者を派遣してもらい、今までの兵庫ＦＣジュニアユースのレベルアップを図

ります。新しいチームのレベルアップを図りながら、播磨地区のサッカーの普及と強化を目指します。 

特に、西播磨地区は、人口減少に伴い中学校のサッカー部が以前のように活躍できていません。    

サッカー部のない中学校すらあります。西播磨地区には、サッカーアカデミーを創立してもらい、そこ

に、ＶＩＳＳＥＬ播磨から指導者を派遣し、地元の人々と協力して普及と強化を目指します。 

小学生チームの 『 兵庫ＦＣボーイズ 』 は、 

広く兵庫県下から選手を受け入れ、サッカーの普及に力を注ぎます。 

 従来通り選手育成に力を注ぎますが、とりわけ、チームの強化よりも選手個人の育成に力を入れます。 

『中学生年代で力を発揮する選手』プロへとつながる選手の育成が、どうあるべきか。バルサメソッド

をヴィッセル神戸から学び、兵庫ＦＣとして積み上げてきたノウハウを見直して新しい指導方法の実践

を進めていきます。 

  近年、低年齢層からサッカーの指導を受けている子供たちが増え、上手な子供が多く育っています。

多くの試合はレベルが高く、見応えがあります。しかし、サッカーの育成環境に恵まれずに、伸び悩ん

でいる地域の子供たちも多くいます。将来性を感じる子供もいますが、上手な子供に目が行きがちで、

見落としている子供たちがいるのではと思っています。「少し視点を変えて選手を見る。」努力から始め

て行こうと思っています。『 兵庫ＦＣボーイズ 』も、これから大きく変わっていきます。 

★ 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。 

２０２１年度 ボーイズ・サッカースクール・選手育成コース 募集中 

兵庫ＦＣボーイズ 

◇土曜日・日曜日  天然芝 G・人工芝 G 良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 

◇ボーイズ会費   月額 ５５００円 （税込み） 

◇遠征費      天然芝、人工芝での環境を優先していますので、遠征の場合は、２０００円の 

          参加費を徴収しています。（送迎バス協力金を含む） 

◇合宿費     １泊２日  １２０００円  ２泊３日  １８０００円 

         ３泊４日  ２３０００円  以後、１泊増えるごとに５０００円プラス 

         （遠距離の場合・観光バスを使用した場合は、若干、増額の場合有り） 

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年頃、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。そして、兵庫県のＴＯＰレベルを維持しています。 

http://hyogo-fc.cocolog-nifty.com/
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サッカースクール 

  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 

週１回 ４４００円・週２回 ５５００円・送迎バス協賛金 １６５０円                      

  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 

      週１回 ４４００円・週２回 ８８００円・送迎バス協賛金 １１００円                      

  明石スクール    火・木曜日  明石フットボールセンター  人工芝Ｇ 

            １８：３０～２０：００    送迎バス無し 

１８：００～自主トレ 

      週１回 ５５００円・週２回 １１０００円 

 

◆サッカースクール入会金  １１０００円 (次年度入り、年会費として ６６００円) 

育成コース    ※育成コースは定員があります。 

★ 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 

                 

◇育成コース登録  入会時に、登録費として ６６００円 (入会時のみ)                       

◆週１回 ６６００円  ◆週２回 １３２００円   ◆送迎バス 無料 

  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。 

年会費の振り込みをお願いします。 

２０２１年４月以降も、ボーイズの選手として活動を続ける場合 

  ８８００円の年会費の振り込みをお願いします。 

２０２１年４月以降も、スクール会員(加古川・明石・西神)として活動を続ける場合 

  ６６００円の年会費の振り込みをお願いします。 

  ボーイズの年会費を振り込んだ選手は、スクールの年会費は、振り込まないでください。 

 

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。 
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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。 

★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 

２０２１年５月 ～ ２０２１年６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、鏡原 090－7578－4977 

日 曜日 ５月 日 曜日 ６月 

 第１週  第１週 

4 火 休み 2 火 加古川・明石 

5 水 休み 3 水 西神 

6 木 加古川・明石 4 木 加古川・明石 

7 金 西神 5 金 西神 

 第２週 第２週 

11 火 加古川・明石 9 火 加古川・明石 

12 水 西神 10 水 西神 

13 木 加古川・明石 11 木 加古川・明石 

14 金 西神 12 金 西神 

 第３週  第３週 

18 火 加古川・明石 16 火 加古川・明石 

19 水 西神 17 水 西神 

20 木 加古川・明石 18 木 加古川・明石 

21 金 西神 19 金 西神 

 第４週  第４週 

25 火 加古川・明石 23 火 加古川・明石 

26 水 西神 24 水 西神 

27 木 加古川・明石 25 木 加古川・明石 

28 金 西神 26 金 西神 

 第５週  第５週 

 火  30 火 加古川・明石 

 水   水  

 木   木  

 金   金  

http://hyogo-fc.cocolog-nifty.com/

