
S.N.S.C クラブ規約

（S.N.S.C）
（名　称）
第　１　条 本クラブは須磨ナイスサッカークラブ（以下クラブと呼ぶ）と言う。 （設立年月日：1985年7月13日）

（目　的）

第　２　条 地域で子どもたちがサッカーを楽しむことを通じ互いに尊重し心・技・体の向上と健全育成を目的とする。

（組織の構成と責務）
第　３　条 クラブは部員と部員保護者・指導部をもって組織する。
１）　部員

部員は須磨ナイスサッカークラブに加入の少年少女（以下部員と呼ぶ）を言う。
（１） サッカー選手として生活態度で学校内外の行事に参加し、部員としての自覚を持つこと。
（２） 練習が厳しいことがあっても負けず休まず部員全体のために最後まで力を合わせて頑張ること。
（３） 各人健康には十分注意して練習や試合に備えること。
（４） クラブ規律を厳守し、守れない場合は責任を厳守する。

規律とは時間・約束を守り、挨拶・返事ははっきりと、又他人に迷惑をかけないこと。
（５） その他折々の指導者、保護者の諸注意はよく守ること。

２）部員保護者 部員の親、または親にかわる者（以下保護者と呼ぶ）を言う。
クラブの目的を達成するために次の事項を行う。ただし、家庭の事情など考慮する。

（１） 保護者会への入会及び入金。
（２） 総会へ出席及び決議への参加。
（３） 試合及び練習、その他の連絡。
（４） 試合などにおける部員引率の分担。
（５） クラブの活動及び行事へ参加・協力。できることをできる範囲で無理なく行う。
（６） その他目的達成に必要な事項。

３）指導部 指導部は保護者その他自発的参加により構成され部員への技術指導に専念。
技術指導以外は相談役窓口とする。

（練習日）
第　４　条 原則として毎週 土・日・祝日とする。

（用具）
第　５　条 用具は各個人負担で指定のものを購入すること。

（１） ボール（皮製４号球）ユニフォーム(チームカラーは赤） 一式・ディーバック等
（但し、ゴールキーパー用品はクラブにて購入）

（２） その他必需品はクラブが指定したものを購入のこと。(別紙参照)
（会　議）
第　６　条 クラブに次の会議を設ける。
１）総　会 総会は保護者及び指導部全員をもって構成し、毎年一回開催と共に次にあげる事項を審議決定する。

決議は保護者の出席過半数の同意を得るものとする。
（１） 規約の改廃
（２） 運営方針、活動計画の決定及び活動経過報告。
（３） 予算及び決算。
（４） 役員の選出。
（５） その他必要と認めた事項。

２）役員会議 役員会議は第７条に定められた役員（会計監査は除く）をもって構成し随時必要に応じて
代表がこれを召集する。
クラブの目的達成のため方針を立て結果の反省を行う。また次期総会への報告及び議案の提案を行う。

３）指導部会議 指導部会議は指導部全員をもって構成し随時必要に応じて監督が召集する。
クラブ及びチームの技術指導の方針の具体化及び結果の反省を行う。

４）保護者会 保護者会役員会議は保護者会役員全員をもって構成し随時必要に応じて保護者会会長が召集する。
役員会議 クラブの目的達成のため支援策具体化及び結果の反省を行う。

（役員と役員任務）
第　７　条 クラブには総会選出により次の役員をおく。
１）役　員

相談役（BGM） １名
代表 １名
主務 １名
監督 １名
コーチ 若干名
会計 １名 （5年生保護者）
会計監査 ２名 （前年度役員）
保護者会会長 １名 （６年生保護者）
保護者会副会長 １名 （５年生保護者）
保護者会チーム長 １～２名 （各チーム保護者）

須磨ナイスサッカークラブ
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２）役員はクラブの目的達成のため、次の任務を行う。
（１） 代表・相談役はクラブの運営に関するすべての事項に参与し役員会を主宰する。
（２） 主務は渉外及びクラブの連絡事項、記録、備品の保管などを統括する。
（３） 監督は部員の指導に関するすべての事項に参与し指導部会議を主催する。
（４） コーチは部員の練習及び実践における技術、体力、精神力の向上指導にあたる。
（５） 保護者会会長及び役員は保護者の会を主宰し、クラブの目的達成を支援する。
（６） 会計はクラブ及び保護者会会計処理事務を統括し、予算に基づき収支の運営を行う。
（７） 会計監査は年２回、クラブ及び保護者の会の経理及び備品の保管状況の監査を行う。

（役員任期及び会計年度）
第　８　条 役員任期及び会計年度は次のとおりとする。

（１） 任期は４月１日より３月３１日までの１年間とするが再任は防げない。
（２） 活動及び会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までの１年間とする。

（会　費）
第　９　条 クラブの経費は部費、臨時会費、寄付金そのほかの収入をもってこれに充てる。

（１） 入会金は1000円とする。（返金なし）
（２） 部費は、部員一人当たり1か月2000円とし、半年毎に集める。

徴収方法は現金徴収とする。
（３） 部が特別な活動を行う時は、臨時会費を徴収することができる。
（４） また、部の活動中特別な事業については別途会計を設けて処理する。
（５） 納入した部費は退部時に返金することができる。
（６） 協会選手登録費（3年生以上）は、実費負担とする。

（入会・退会および休部手続き）
第　１０　条 【以下、ホームページフォームより入力】

（１） クラブに加入する時は所定の入会申込書に保護者が署名して申し込む。
入会許可は先着順とするが、人数制限をする場合がある。
但し欠員の生じた場合は改めて入会を許可することがある。

（２） 退会する時は所定の退部届けに保護者が署名して届出なければならない。
（３） やむを得ない理由により休部する時は所定の休部届けに保護者が署名して届出なければならない。

（長期休部期間は部費を免除することがある）

（総会準備）
第　１１　条 総会準備は保護者の会役員が中心となって行う。

（顧　問）
第　１２　条 クラブは顧問・相談役・役員補佐を設けることができる。
１）顧　問 クラブの発展達成のため役員組織の支援を行う。

（１） 顧問・相談役・役員補佐は役員会より推薦され、役員会に出席できる。
（２） 部員・ＯＢOGの育成と賛同保護者相互親睦を計るための諸活動支援を行う。

（事故責任）
第　１３　条 不慮の事故に備え、スポーツ安全協会の傷害保険に部員及び指導部は加入する。

保険金は部費とは別扱いにし、毎年４月１日で更新する。
クラブ会計がこれを担当処理する。

第　１４　条 クラブは第１３条傷害保険とは別に、クラブに傷害互助制度を設け、クラブ活動により発生した
事故・傷害などに対して見舞金をおくるものとする。
部費のうち1か月５０円をその資金に充てその限度において運営を行う。

第　１５　条 危害・事故防止を第一主義とし、技術ならびに体力を考慮して練習・実践指導を行うが、
万一事故が発生した時や、その他事項に関してクラブは保障・責任は一切負わない。

（傷害保険及び傷害互助制度）
（表彰・見舞金）
第　１６　条

（１） クラブの名誉・発展に大きく貢献した部員及びクラブの運営にたずさわる者に対して役員会にて
審査の上承認を得て、表彰・記念品を贈ることができる。

（２） 万一、部員及び部の運営にたずさわる者で多大の不幸が生じた場合、役員会の承認により
見舞金を贈ることができる。
・見舞い金 入院　（試合・練習時の怪我によるもの） ５０００円以上
・死亡 本人 ３００００円・献花・しきび

保護者の場合 １００００円・しきび （尚、金額の決定は役員会にて行うものとする。）

●　本規定は昭和６１年４月１日より効力を発する。
（改正・効力）
第　１７　条 ・昭和　６２年　３月　２９日　一部改訂 ・平成  　 元年　４月　　２日　一部改訂

・平成　　２年　４月　　１日　一部改訂 ・平成　　４年　３月　２９日　一部改訂
・平成　　５年　４月　１１日　一部改訂 ・平成　　７年　４月　　９日　一部改訂
・平成　　８年　４月　　６日　一部改訂 ・平成　１５年　９月　２０日　一部改訂
・平成　１８年　４月　　９日　一部改訂 ・平成　２０年　４月　　６日　一部改訂
・平成　２５年　４月　１４日　一部改訂 ・平成　２６年　４月　　６日　一部改訂
・令和　　２年　４月　　1日　一部改訂 ・令和　　4年　４月　　 1日　一部改訂



体験に来られた方へ

SNSCのサッカー体験ありがとうございます。

『サッカーを通して子どもたちに笑顔を♪』

頑張る力、子どもたち同士の触れ合いをぜひ楽しんでください。

※平熱を超える発熱などがなく良好な健康状態で活動参加ください※

＜持ち物＞

・水筒（夏季は特に多めにお願いします！）

・タオル

・帽子（夏季）

・その他(必要に応じて) レガース

・ボール（あればご持参ください）

・着替え（下着も含む。急な雨などで着替えが必要になることがあります。）

・透明ビニール袋（晴天雨天問わずバッグ荷物をまとめて入れます。）

＜お願い＞

◆運動しやすい服装で、靴は運動靴でお願いします。

◆緊急時（怪我や天候の変化など）の対応していただくため、

　体験中は必ず保護者の方が付き添ってください。

※体験中の怪我の責任は負いかねますので、ご了承ください。

◆小学校での練習に車で来られる方は、駐車証をお渡ししますので、

　必ず車のフロントの見えるところにご提示ください。

◆体験期間は約1カ月です。

◆今後の練習予定や連絡事項などをお知らせしますので、連絡先をお知らせください。

※わからないことや、詳しく知りたいことなど何でも気軽に相談してくださいね♪

※ホームページからお申込みください

ホームページ　http://snscinfo.com/

体験・入会申込書フォーム お問合せはこちらから⇒

該当事項入力同意の上、控えは各自保管して送信ください

ようこそ！!　SNSC　へ
みんなでサッカー楽しもう♪



（西暦）
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入会保護者の方へ

※平熱を超える発熱などがなく良好な健康状態で活動参加ください※
（１）  当クラブは、指導者のボランティアと保護者の協力で成り立っています。
           我が子も周囲の子どもも一緒に育て、私たち大人も共に育つ（共育）ようお願いします。（自分にできることをできる範囲で無理なく協力！）

           ・特に夏季熱中症対策として多めの水分と凍らせた水分等自己管理できるよう準備してください。

（３）  選手起用についてはコーチに全て任せてください。コーチと保護者の信頼関係に留意します。

（４）  無届けでは休みません。必ずコーチに事前に連絡するようにします。

（５）  サッカーに行きたがらない理由がある場合は、じっくり話を聞き、場合によっては担当コーチやBGMに相談をするようにします。

（６）  さまざまな連絡事項をSNSを通して行います。できるだけ簡潔にマナーを守って交流しましょう。

（７）  用具購入および遠征費（交通費など）がかかることは考慮しておいてください。

（８）  諸費用について・・・

　※スポーツ安全保険料　 ：　　　8００円　／　年 （保険料は部費で負担します）

　※保護者会入会金 ：　　１０００円　

　※部　　　費　 ：　　２０００円　／　月、半年毎に１２０００円

　※選手登録費　 ：　　協会登録費　÷　３年生以上実費負担／年

　※用　　　具　 ：　　自己負担　（別紙参照）

サッカーボール（４号球）・ユニフォーム赤白一式・ディーバッグ・ピステ等

◆体験期間は約1カ月です。
ホームページ　http://snscinfo.com/
体験・入会・用具購入申込フォーム お申込みこちらから⇒
該当事項入力同意の上、控えは各自保管して送信ください

入会について

須磨ナイスサッカークラブ
（Ｓ．Ｎ．Ｓ．Ｃ）

地域で子ども達がサッカーを楽しむことを通じ互いに尊重し高めあう！『サッカー通じて子どもたちに笑顔を！』

（２）  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動参加は保護者の了解の上、平熱を超える発熱などがなく健康状態が良好なこと  

BGM (統括 相談役)

監督（実技指導）

入会希望者 保護者会

主務（事務局）

(ｽﾎﾟｰﾂ保険・用具担当）

入会申込書

★個人情報保護法遵守につき

当クラブ運営関係以外

使用しません★

サッカー協会

選手登録

代表（代表評議員）

保護者会

学年コーチ
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◆必要な物品 （活動時に準備するもの） ※平熱を超える発熱などがなく良好な健康状態で活動参加ください※
　　・　ボール(4号球)・動きやすい服（SNSCTシャツ）・レガース、ストッキング・トレーニングシューズ
　　・　SNSCTシャツと試合時は赤白ユニフォーム
　　・　スクイズ（水筒）　　　 ※　夏季は多めに凍らせた水分もお願いします （芝生では水のみ）
　　・　帽子　　　　 ※　夏季は必須です
　　・　補食（スポーツゼリーのみ） ※　昼食等必要時 （サッカー弁当はおにぎり中身は自由）　
　　・　SNSCディーバッグが入る透明ビニール袋 ※　衛生面汚れ防止と、忘れ物防止自己管理
◆部費および必要経費

保護者会　入会金 1000円 入会時 3年生以上選手登録費別途
部費 2000円／月 前期(4～9月)、後期(10～3月)ごとに徴収します
試合等移動時交通費 300～19000円／年 学年により金額は異なります チーム費＝交通費のみ
ユニフォーム一式 ピステ 3年生以上 リーグ登録
SN長袖Tシャツ 3年生以上
SN半袖Tシャツ 全学年
ディーバック 全学年
赤ストッキング 全学年

※ホームページフォームから各自直接申請ください（毎月10日まで）
◆保険について

入会と同時にスポーツ安全保険に加入します。保険料は部費で負担します。
負傷して、申請する際には手続きが必要となります。 ※ホームページフォームから各自直接申請ください（即日）

◆年間行事
　　4月 　総会 ・ 行事の日程は変更することがあります。
　　6月 　親睦会 ・ 3年生からリーグ戦が始まります。（1・2年キッズリーグ戦もあります）
　　8月 　合宿（3年生以上） ・ その他、小学校開放から行事の協力などの案内があります。

12月 　ＳＮSC杯 ・ 励ます会より不定期にサッカー試合観戦の案内・講習会の案内などがあります。
　　1月 　初蹴り(1/3)
　　3月 　卒部式
◆その他 （公共施設グラウンドをお借りしています） ◆連絡

★ 練習・試合の欠席、遅刻は必ず、チーム担当コーチまで連絡をしてください。 ①体験・入休退会・用具 ホームページフォームから各自
★ グラウンドでのマナーを守りましょう。 ②クラブ全体事項 【BGM連絡】LINEグループノート
・ 小学校遊具の利用の禁止 ③練習・試合詳細timetree 【コーチ連絡】LINEグループノート
・ 準備や片づけを行う。落ちているゴミは拾う。　
・ 借りているグラウンドのルール確認 （ゴミは出さずに、公園ゴミも気づけば拾いましょう！）
・ 小学校に車での来校または、試合会場では「駐車証」を必ず提示する。 ※ホームページからダウンロードしてください
・ グラウンドには自転車でくることは禁止です。
・ 車での送迎時、小学校の前の道路での乗降はしない。
★ 小学校の使用にあたり、小学校開放から、講習会の案内、行事の手伝いなどの要請があることがあります。

ご協力お願いします。
★ 3年生以上は、お盆の時期に合宿があります。また淡路遠征など宿泊を伴う試合があります。
★ 個人貸与のビブスは各自洗濯して活動時忘れず持ってくること （2020年コロナ禍により合宿は中止）
★ GK用具はクラブ負担ですが、着用選手は洗濯して次回活動時忘れず持ってくること （2021年コロナ禍により合宿は6年生のみ）
★ 東落合小学校体育館で水曜日の夕方に4年生以上は自主練習を行っています。 （202２年コロナ禍により合宿は４年生以上）

入
会
時

指
定
用
品

別紙参照



ブランド アイテム 加工 品番 展開サイズ 対象学年 新御納品価格 通常納期

アシックス ＪＲゲームシャツ 背NO･胸NO･全胸チーム名 別注 110･120･130･140･150･160 3年生以上 ¥7,300 約1ヶ月半

アシックス 大人ゲームシャツ 背NO･胸NO･全胸チーム名 別注 S･M･L･O･XO 3年生以上 ¥7,700 約1ヶ月半

アシックス ＪＲゲームパンツ 無し
2104A003
600/100

130･140･150･160 全学年 ¥3,400 ４～５日

アシックス 大人ゲームパンツ 無し
2101A042
601/100

S･M･L･XL･2XL･3XL 3年生以上 ¥3,700 ４～５日

アシックス ＪＲストッキング 無し
XXS098
23/01

18(17ｰ19㎝)･20(19-21㎝)･22(21ｰ23㎝) 全学年 ¥1,350 ４～５日

アシックス 大人ストッキング 無し
XSS096
23/01

24(23ｰ25㎝)･26(25-27㎝)･28(27ｰ29㎝) 3年生以上 ¥1,500 ４～５日

プーマ ＪＲピステ上 全背チーム名・個人名刺繍
別注

921023
130･140･150･160 4年生以上 ¥8,000 約1ヶ月半

プーマ 大人ピステ上 全背チーム名・個人名刺繍
別注

921022
S･M･L･XL･2XL･3XL･4XL 4年生以上 ¥8,500 約1ヶ月半

プーマ ＪＲピステ下 個人名刺繍
別注

921027
130･140･150･160 4年生以上 ¥6,800 約1ヶ月半

プーマ 大人ピステ下 個人名刺繍
別注

921026
S･M･L･XL･2XL･3XL･4XL 4年生以上 ¥7,300 約1ヶ月半

ノーブランド 半袖Ｔシャツ 全背チーム名 P-110 130･140･150･S･M･L･LL･3L 全学年 ¥1,300 約３週間

ノーブランド 長袖Ｔシャツ 全背チーム名 P-175 130･140･150･S･M･L･LL･3L

アンダー

ウエア

希望者

¥1,500 約３週間

アディダス デイパック チーム名 ADP40BKR ワンサイズ 全学年 ¥5,400 約３週間

＊納期に関してはメーカーに在庫が有った場合になります。（別注品は除く）

※HP用具購入から本人直接web申し込み代金は用具引換 23/03/29 更新須磨ナイスサッカークラブ指定　 アイテム一覧（価格表）



【東落合小学校開放利用時　注意事項】

開放日誌の記入

当日利用している最高学年担当コーチが記入。

日誌は運動場西側倉庫内にあります。（写真参照）

トイレ掃除。 （利用最終学年相互で行う）

石灰在庫メモ用紙記入確認

【松尾小学校開放利用時　注意事項】

当日朝、松尾開放担当者が東側校門のカギを開ける。

運動場側のトイレ、運動場西側の倉庫のカギを開ける。

施設使用状況連絡（2022～LINE）

トイレ掃除。 （利用最終学年相互で行う）

利用後、松尾開放担当者が倉庫、トイレ、東側校門のカギを閉める。

施設使用状況表別途準備（写真参照）

午前、午後にわけて、各時間帯の最高学年担当コーチが記入。

書けたら北校舎北側の屋外階段にある箱に入れる。（写真参照）



《東落合小学校開放利用時の駐車場所について》



交通費精算2023 2023/3/30現在

試合会場一覧（交通費関係参考） 協力車両500円単位丸め数字

試合会場 住所等 往復距離 高速代 駐車場 子ども/大人 1台当たり

岩岡FBP 18㎞ 500 1000

西落合小 2㎞ ３台まで 500

尼崎東部浄化センター 尼崎市西松島町３２ 74㎞ 現地有料駐車場 2000

三木市緑が丘スポーツ公園 三木市緑が丘町西2－42 32㎞ 1000

神戸フットボールパーク岩岡（ＦＢＰ岩岡） 40㎞ 終日500円 1000

総合運動公園 3.8㎞ 終日500円 500

しあわせの村 7.5㎞ 終日500円 130/260 500

播磨光都サッカー場 赤穂郡上郡町光都３ 190㎞
2,300
4,600 無料 8500

サンブロス　スポーツフィールドしんぐう たつの市新宮町栗町445 185㎞
2,300
4,600

４台まで無料 8500

県立淡路佐野運動公園 淡路市佐野新島9-6 74㎞
2,300
5,000

無料 6500

垂水健康公園 垂水区名谷町字丸尾641 14㎞ 現地有料駐車場 500

摩耶運動公園 灘区摩耶埠頭 36㎞ 350 無料 1000

稲美中央公園 加古郡稲美町国安 48㎞ 無料 1000

西郷小学校 灘区大石東町6-2-1 32㎞ 近隣有料駐車場 1000

磯上公園球技場 中央区八幡通2-１-20 30㎞ 近隣有料駐車場 1000

三木グリーンパーク 三木市別所町小林525 40㎞ 無料 1000

パナソニックエコテクノロジーセンター内グラウン
ド

加東市佐保50 80㎞ 無料 2000

駒ヶ林小学校 長田区野田町6-1-1 16㎞ 制限あり 500

三田城山公園グラウンド 三田市三輪1314 80㎞
1,600
1,800 3500

中央公園グラウンド 多可郡多可町中区岸上 120㎞ 無料 2500

瀬戸公園球技場 東灘区魚崎南町１－2 50㎞ 1000

ノエビアスタジアム神戸 御崎公園駅 エコファミリー利用 140/280 500

※概算

試合等団体移動にかかる費用 交通費は自己負担です

1. 車両での選手移動にかかる交通費関係

　　①ガソリン代　㎞×20円 　 ➁高速代金　 ③駐車場代

②他学年と合同で参加の場合

　　チーム間で調整

③選手移動車両の座席数確保について

　㋐指導者数（当日審判してくださる方を含む）

　㋑部員数

④電車での選手移動にかかる交通費関係

　指導者・引率の電車代 　選手：エコファミリー※利用　※大人１人に対して子ども２人まで無料

※公共交通機関最短最小料金換算参加選手人数分各自負担

※上記交通費参考に、各コーチまたはチーム長は車両協力連絡時＠￥金額を明記し、選手は釣銭無いように集合時持参する

※車移動時、公共交通機関最短最小料金換算参加選手人数分を車両協力者台数で当日相互分配する

※個人負担交通費以外チーム単位で集金はありません

※高速代の上段がＥＴＣ利用時

㋐㋑の座席数を確保する



交通費精算2023 2023/3/30現在

月 日 曜日 会場 集金額（＠￥×　） 出金額 残額 配車名 備考

※各チームごと試合・遠征移動等による実費精算時記録の上、中期年度末会計報告ください

合計


