トルベリーノ・クロシオFC が主に取組んでいること
１.自立した自主性の備わった選手育成を目指します。

親や指導者の「強制」
「命令」が必要な選手ではなく、
「待つ」選手から「自分で動ける」選手へ
指導者は「待てる」
「見守れる」指導者に

２.選手主体の活動をしています。
プレイヤーズファースト。
自分たちの活動は、
「自分たち」でつくっていく
選手発信・選手主導・選手判断
当チームには保護者会はありません。保護者の係など役割分担は基本ありません。
選手だけでも活動に参加できます、保護者の帯同は強制しません。

３.チームプレー の理解

仲間同士で「気づき」
「助け合える」それが「サッカー」のいいところです。
選手だけでなく、保護者、指導者 みんながチームです。
自分の行動がチームを左右する自覚、チームの一員であることの責任感も理解

SINCE2013
チームコンセプト

「心から楽しめる」
「全力で挑める」
選手も家族も指導者もチームに関わるたくさんの人達、
そのみんなが
「笑顔になる」
「楽しいと思える」
そんな活動を目指しています。

チーム理念

４.スポーツマンシップ、
リスペクト、
フェアプレーの周知
思いやり、感謝の心構え、ルールの遵守、スポーツの本質、マナー、挨拶

スポーツができる「喜び」と「感謝」
の心を持てる選手に

５.学校生活や学業を大切にしています。

土日試合して、しんどいから月曜日休む。練習で疲れて宿題ができない。
それらは基本認めません。学業が疎かになるならチーム活動を控えてもらいます。

６.食育の取組み
子供達のカラダづくりは、食事によって大きく左右されます。
チームでは、活動中の栄養補給を推奨・提案しています。
練習終了後も補食をおすすめします。

７.少し物足りなさをあえて残しています。

備えあれば憂いなし、すべてが万全の環境で活動することは全く悪いこと
ではありませんが、すべてがあって当たり前では、ありがたみを感じない。
日々の活動には、あえてどこかに不憫さを残しながら活動を調整しています。
足りないと感じることで、どう補うか工夫が生まれたり、対応力が養われ、
よりベターなものが見えてくるはずです。

８.失敗から成功まで いろんなたくさんの経験をさせてあげたい
自分で考え、自分で試したり、感じたり、失敗をして学ぶこともたくさんあります。
失敗を予防するあまり、学べるチャンスを回避するのは選手の為になりません。
いろんなことを経験する機会はこれからもたくさんありますが、
その日、その時に経験出来ることは、その時にしか出来ないです。
だからより多くの経験をさせてあげたいと思っています。

心から「ありがとう」を伝えられる選手に
チームプレーの理解と大切さ

一つのチームとして

一人一人が
「チャレンジできる」
「全力」で楽しめるチームに
常に
「全力プレー」の大切さ

スポーツ最大の魅力を
「楽しさ」
に

「夢」
「希望」
そして
「情熱」を持てる
「心」
を「あきらめない心」
「サッカー・フットサル」
を通して、
「スポーツの楽しさ」を選手が全力で体感できる環境づくり、
そして、ご家族の方にも、お子様と一緒に
「泣いたり」
「笑ったり」
「悔しがったり」
「喜んだり」
と
いろんな感情を共有して、
スポーツを楽しんでもらえる活動を目指しています。

最高の選手を目指せる、
最高に楽しいチームへ。
チーム連絡先

代表 北野 泰宏

携帯 090-9693-2380
info@torbellino.info

基本活動地域

和歌山県新宮市

三輪崎小学校近隣

代表LINE

チームHP

「トルベリーノクラス」
対象：年長〜６年生

基本練習日…火・木・土

１期分「３ヶ月」として、年４回で分納

または一括納入

1,2 年

4,000 円（年間 16,000 円） 入団金 4,000 円

5,6 年

6,000 円（年間 24,000 円） 入団金 6,000 円

3,4 年
年長組
全団員

5,000 円（年間 20,000 円） 入団金 5,000 円
2,000 円（年間 12,000 円） 入団金 2,000 円
ユニフォーム基金（年間 1,000 円）

団費・入団金 補助規定

兄弟・姉妹の同年度入団：入団金を 3,000 円免除します。
兄弟・姉妹同時在籍：団費を 1 名に付き年間 1,500 円免除します。
（第 4 期）
※４期までに途中退団された場合は、免除なしとします
一括納入の場合は、1,000 円免除。

「ビギナークラス」
対象：年中〜年長組、１年生

土（毎週）
・木（隔週）・他

年中から練習に慣れていない選手の為のクラスです。
保護者の方も一緒に参加できいろんな運動が可能です。
１回 500 円

※保護者、ご家族分は不要

基本練習日程、練習場所について
火 17:00〜18:30,19:00,20:00 やたがらす、くろしお屋内など
木 17:00〜18:30,19:00,20:00 三輪崎小（雨：体育館）
土 8:30,9:00〜10:30,12:00 三輪崎小（雨：基本お休み、臨時会場の場合あり）
日 試合など 月・金なども不定期で活動あります
学年により、回数や開始時間や終了時間が異なります（月間の予定表を参照ください）
土日祝は、練習試合や大会 ( 遠征 )、臨時練習、レクリエーションの場合もあります。
ファミリーデー（月１回程度）、チームＢＢＱ（不定期）なども開催しています。
日程や開始時間については、季節や会場の都合などにより、変更する場合がございます。
各日程とも雷、大雨、暴風警報などが発令された場合は「お休み」とします。
全日程とも参加強制ではありません。

チームからの連絡、出欠などの連絡方法について
チームからの連絡は、基本「LINE」にて連絡を行っています。
各日程、練習の「欠席連絡」については、チームスタッフへ
必ず連絡をお願い致します。
長期休養の場合や特別に理由がある場合は、その旨連絡頂ければ、
毎回の「欠席連絡」は不要です。
「LINE」を利用していない方は、「メール」での連絡となります。

練習に必要な道具など

※名前記入必須

動きやすい服装（体操服などでも可）、サッカーボール４号球
水分（水、お茶、スポーツドリンクなど）
屋外の場合
練習時：運動靴でも可 トレーニングシューズ or スパイク
体育館の場合 練習時：上履き、綺麗な運動靴でも可
フットサルシューズ
※外履きと、中履きは、確実に区別するようにしてください
（白系のサッカーストッキング、レガース（すね当て）、白いサッカーパンツ）
↑※練習参加時必須ではありません、試合用に徐々に準備が必要です

活動時は「トレーニングシューズ」または「運動靴」でお願いします。

安全面や秩序の面で「サンダル」や「クロックス」での来場は NG とします。
（移動中の車中等ではＯＫ）

保険加入について
当団体は、スポーツ安全協会の団体スポーツ保険に加入します。
補償内容等は、スポーツ安全協会ホームページでご確認ください、
加入区分は『A1』です。費用は、団費・入団金に含まれています。
その他、個人で任意傷害保険に追加加入して頂いても OK です。

団費について

一括納入と分納があります。分納の場合は、１期分 (３ヶ月分 ) を４期に分けて、
１期（4 月頃）
、２期（7 月頃）、３期（１0 月頃）、４期（1 月頃）
一括納入の場合は、年間 1,000 円免除します（第１期中のみ）
途中入団の場合、免除は適用されません。

入団金は入団時に納入ください。

お納め頂いた入団金、団費の使途については、チームに一任して頂きます。
途中退団などされた場合、納入された入団金・団費の返還および請求はできません。

これから入団をご検討される保護者様へ、ご了承、ご理解頂きたいこと
入団されるかどうかをご検討するにあたり、まず、お子様が自発的に「サッカー
がしたい」と思う気持ちが一番大切となります。ジュニア年代は長いスポーツ人
生の中でも、気持ちの部分が成長に大きく影響する年代となりますが、この年代
で、すべての個の能力や適性、限界が決まる訳ではありませんので、あいつは『ダ
メだ』とか諦めたり、ポジションの適性や能力の限界を決めつけたりせず、将来
を夢見て、時には、そっと背中を押してあげるような応援、温かいお気持ちで「お
子様のベストサポーター」として、見守って頂けるとありがたいです。そして、
このスポーツを通じて、お子様と一緒に「笑ったり」「泣いたり」いろんな感情
を共有して、「楽しんで」頂ける事を願っております。

当チームには保護者会はなく、保護者の係など役割分担は基本ありません。
チーム活動については、選手、指導者によって運営することを極力行っておりま
す。お子様の送迎はご家庭によっては必要かもしれませんが、基本的には、来た
い時、来れる時、観戦・応援に来て頂くスタンスで大丈夫です。
遠征地への選手の送迎協力は乗り合わせ協力というカタチ（距離で設定金額を払
う）で保護者の皆様に協力して頂いております。緊急性のある場合の救護活動な
どはご協力して頂いております。

補償や責任について
練習中・試合中などの選手のケガや体調の管理、熱中症対策など必要な知識を日々
勉強しながら、対応に万全を期していますが、それらが起こりうる場合や予期せ
ぬ事象や乗り合わせ移動中の事故などについては、スポーツ安全協会の保険での
対応となります。それ以上の補償や団体および指導者個人としては、責任を負う
事ができませんので、保護者様の厚いご理解のもと、対応して頂けますよう何卒、
お願い申し上げます。

個人情報について
活動中に撮影した写真や大会のメンバー表をチームの SNS をはじめ、チーム
HP、新聞各社等に提供、掲載する場合がございます。住所等が掲載されること
はございませんが、ご希望されない場合は、予めチーム代表までご連絡をお願い
致します。お預かりした個人情報については、チームの活動に必要な事柄にのみ
利用いたします。第三者に提供することはありません、またその管理を徹底いた
します。

保護者の方や観戦に来場される関係者の方へのお願い
練習や試合に、来場される際について、保護者の方にも挨拶など、チーム理念に沿っ
た行動をできる限りお願いしたいと思います。各練習、試合、それらの会場には、
観戦ルールやマナーもございますので、社会的秩序をもとに心がけ頂きたいと思
います。
お子様やチームへの応援や声援は、チームやお子様の士気を高める大変ありがた
いことですが、気持ちの高ぶりからの度を越えた声援や応援については、逆効果
ともなります、審判や相手チームに敬意を欠くことにならないよう、くれぐれも

保護者の方に特に守って頂きたいルール、観戦マナーなどについて
・練習および大会の会場周辺での駐車マナー、ルールを遵守すること。
（イスや荷物での駐車場所取りは、絶対にしないこと。）
・ 公式戦大会本部 ( 中央 ) には、緊急の案件以外は、立ち入らないこと。
・ 大会本部前を通らないこと。フェンス裏を通るようにしてください。
・ 試合が行われているゴールの裏 および ベンチの裏 ( コート内 ) では観戦しないこと。
・ 試合ベンチには、緊急の案件以外は立ち入らないこと。
・ 相手ベンチの裏では応援しないこと。
・ 相手チーム、他チームへの批判や中傷、暴言、相手チームのミスを安易に喜ばないこと。
・ 審判、判定に対する暴言・批判はしないこと。
・ 練習中、試合中の選手に対する指示や注意、ネガティブな言動、暴言・批判はしないこと。
・ 活動中の選手の集中を妨げるような大きな声での私語や行動はしないこと。
・ 活動中は、
「個人の選手」ではなく「チームの選手」としてのサポートをお願い致します。
・ やたがらすへの送迎の際、車でトイレ（クラブハウス）より奥への侵入は控えてくだ
さい。
・ 三輪崎小への送迎については、小学校のルールをお守りください。
・ （練習時の駐車場は、三輪崎牛乳跡の臨時駐車場へ止めるように。）
・個人のＳＮＳ等での投稿は 社会的モラルやプライバシーの範疇であれば、自由ですが
試合は相手のあることですので、過剰に勝利を表現するなどはお控えください。選手批
判やチーム批判に繋がるような投稿は、絶対におやめください。
・ チームに不満や疑問がある場合は、まずチーム指導者にご相談ください。
・ 選手およびチームの判断を尊重、見守って頂ける事を願っております。
トルベリーノ・クロシオＦＣ（フットボールクラブ） 代表 北野 泰宏

トルベリーノの選手育成方針
スポーツは 習い事にしないでください。本人が楽しむためのもの。

すべてのチーム活動を 強制参加にしないでください。

自分でやりたいことをしているのだから、自分が、自分で、自分の為に参加するという意
識が成長に大きく影響します。最初は行きたいときだけ行く。休みたい時は休む。それで
も良いです。強制されて参加しても選手にとってより大きなプラスにはならないです。

お子様が「もっと楽しみたい」と思うことが、最高の成長材料です。
理想や目標は成長にはとても大切ですが、本人がその子が今「できる範囲」は、それぞれ
です。他者と比較するのではなく、その子の「いまの歩幅」で「楽しむ」ことを 大切にして
あげてください。試合にもちろん勝ちたいという意識や気持ちはスポーツには大切で
す。それは本人達が望むべきであって指導者や親が強制させる意識ではありませんし、
ましてや「負ける」ことが悪いという認識は不要です。そして試合それに伴う結果が全
てではありません。活動のすべてが未来のための大切な経験です。

チーム活動の時間内は「選手と指導者に判断を一任」してください

選手達に自分で「すべてのこと」をさせてあげたいと思います。
出来る限り選手主体で、
自主的な行動を促します。
活動中は基本的に「選手だけで活動」できるように。
自分の荷物の運搬、チームの準備、
試合への準備、整理整頓、
片付け、
補給や食事
（用意から片付けまで）
など、
活動のほぼすべて
関係者が活動の「ほとんど」をお膳立てし、選手は活動に参加するだけ、それは本当の
意味での「選手の為」にはなりません。
（ プレイヤーズファーストの解釈の仕方）自分で
考え、自分で試したり、感じたり、失敗をして学ぶこともたくさんあります。失敗を予
防するあまり、学べるチャンスを回避するのは選手の為になりません。

選手達の行動に
「物足りなさ」
「不憫さ」
を感じても、
叱ったり、
すぐに指示を出したりするのではなく、
まず見守ってあげられるように。
選手達の「気づき」
を大切にしています。

子供達を素晴らしい大人へと導けるように、スポーツの場では
大人の「余裕」そして「器量」を魅せてあげましょう。
活動前は、大人がバタバタしてプレッシャーを掛けるのではなく、子供達がその日、ス
ポーツを存分に楽しめるように背中をそっと押してあげられると良いですね。活動後
は、試合結果なども大事ですが、それよりもお子様の声に耳を傾けてあげてください。
「ダメ出し」よりもまず「お子様発信の言葉」を聞いてあげてください。
失敗やミスは「悪」ではありません、成長の為の大切な「糧」です。
気分の乗る日、乗らない日、うまくいく日、うまくいかない日もあります。
「また次頑張ろう」
「 次は成功したい」と次のチャレンジが楽しみになるようにしてあ
げたいです。

チームの関係者は、大人として胸を張って、
子供達の鏡（お手本）となるような言動や行動を心掛けましょう。
お子様と一緒にトレーニングに参加される場合は、保護者としてではなく
いち大人、個人として参加してください、ダメ出し等はせず、ポジティブな声掛けを、
心がけてください。
いつまでも「親が注意や指示をしないと動けない選手」になってしまいますので、
「失
敗の予防」や「指示」や「指導」はしないようにお願いします。
（ 観戦時についても同じ）
不要な一例 行動の指示・命令・先回り
チーム活動中に「片付けしなさい」
「 早くしなさい」や「集合やで」
「 ほら行きなさい」
「ちゃんとしなさい」 「パスしろ」とか「ドリブルしろ」など

練習・試合に観戦へ来られる保護者の方は、
サポーター（応援、観戦の為）として帯同して頂き、
身の回りの世話役にならない ようにお気をつけください。
まったくサポートするなという意味ではありませんので、ご理解ください。
熱中症など救護など大ケガの危険性や周りの方に社会的に迷惑を掛けるなど、緊急性
の高い事案の場合は手助けやサポートをお願い致します。
遠征などの乗り合せ送迎などについては、出来る限りのご協力をお願い致します。
保護者の方が帯同する選手、帯同しない選手に関わらず、できるかぎり平等に楽しめ
る活動になる様に大人の皆様で心掛け、心配りをお願い致します。

