
２０２１ 年 度

VIENTO　F.C.　TOYONO

ご案内

ヴィエントＦＣとよの



第1条（名称）

本会の名称は、総合型地域スポーツクラブヴィエントとよの

『ヴィエントＦＣとよの』（以下、本会）とする。

ただし、略称として、「ヴィエントＦＣとよの」と称します。

第2条（目的）

・サッカーを通して青少年の健全な心身の育成を目指す。

・サッカーを通して、地域の青少年が集まることができるコミュニティを目指す。

第3条（会員）

・３歳～中学３年生とする。

・入会、退会は、代表者に届ける。

第4条（会費）

・毎月一定額を支払う。

・原則として、退会に伴う会費の返金は認めない。

・本会の会計は、「ＮＰＯ法人ヴィエントとよの」の会計で管理します。

第5条（代表者）

本会の代表者を（橋本　謙司）とする。

第6条（指導者）

指導者となるコーチは、代表者の指名によって数名選任する。

第7条（会の構成とその仕事）

・会員保護者および代表者の間で、役員数名を選任する。

・任期は、保護者説明会において承認を受けた日から次期保護者説明会の日とする。

・配車や各行事の調整、グラウンドの予約

第8条（保険）

会員および指導者はスポーツ安全協会傷害保険（賠償つき）に全員加入する。

第9条（不慮の事故）

・会員および会員保護者の不慮の事故・傷害について、

本会および指導者は一切の責任を負わない。

・活動中の万一の事故、傷害時は第8条の保険のみで対処する。

また、車両での移動中の万一の事故に関しても、上記保険のみでの対処とし、

本会および指導者、引率保護者に一切の責任を問わない。

第10条（保護者説明会）

・保護者説明会は、代表者により原則として、毎年度に1回開催する。

・保護者説明会は、新役員の選任および新旧役員の引継ぎ、活動報告、新年度計画

の提示を主とする。

　　　付　則 この規約は、平成２９年０３月１９日より施行する。

ヴィエントＦＣとよの　規約



小学生

６年生 　〔ライフカップ〕中止のため〔全日本U-12サッカー選手権大会〕 【豊能トレセン】日之内

５年生 　〔大阪小学生大会〕 【豊能トレセン】和田

６年生 　〔体育協会杯〕　〔連盟会長杯〕 【茨木市トレセン】岩井、木戸、日之内、宮地

５年生 　〔新人戦〕　　　　〔商工会頭杯〕　〔ロータリー杯〕 【ＧＡＰ】神原、富永、福元、和田

４年生 　〔中見杯〕　　　　〔中見杯〕 【ＧＡＰ】鈴木、田中進、田中颯

３年生 　〔教育リーグ〕　〔北摂カップ〕 和歌山合宿

釜本カップ、ゆめほたるカップ、日韓交流親善試合　等

ヴィエントカップ イベント、卒団式

中学生

３年生 　〔アドバンスリーグ〕 【豊能トレセン】泉

２年生 　〔ガンバカップ〕 【豊能トレセン】上村

１年生 　〔フューチャーリーグ〕 【豊能トレセン】大谷

交流戦は中止

和歌山合宿

※網野合宿、ホンダカップは中止

以　上

保護者主催行事

日本サッカー協会関係

その他

その他

ヴィエントＦＣとよの　２０２０年度　活動報告

茨木市サッカー連盟関係

日本サッカー協会関係

招待試合関係

茨木市サッカー連盟関係

主催試合関係

自主リーグ関係



２０２1年度　役員・学年担当（選出）

○役員

部　長 湯谷 さん

副部長 和田 さん

○各学年担当

５ 　年 田中進 さん

４　 年 山口 さん

３ 　年 梅崎 さん

２　 年 田中颯 さん

１ 　年 大下 さん

■２０２1年度　会員数（2021.03.26予定）（参考）

学年 人数 地域 人数

中学３年生 13 豊能町東地区 4
中学２年生 5 豊能町西地区 26
中学１年生 9 森町 22
小学６年生 9 茨木市 2
小学５年生 2 兵庫県 5
小学４年生 7 合計 59
小学３年生 6
小学２年生 2
小学１年生 5

幼児（年長） 1
合計 59



●２０２1年度　指導体制

対象 学年 年齢 監督
ＧＫ

コーチ

幼児 幼児 03～05歳

幼児 幼児（年長） 05～06歳

５・６年生 10～12歳

中学生 １～３年生 12～15歳
今川

川勝

※　監督は全体をサポートする

※　幼児は、基本的に、トイレに一人で行けるか、保護者が対応いただけるお子さんです。

●練習についての基本的な考え方

１．練習頻度 対象 練習頻度 練習曜日

幼児 １日／月 土or日曜日

幼児 １日／週 土or日曜日

１・２年

３・４年

５・６年

中学生 ２日／週 土・日曜日

※　中学生は、基本的に、平日は豊能サッカーアカデミーに参加をお願いします。（月会費のみ要）

※　基本的に各月１回、休みとする。月間予定にて周知する。

※　祝日については、基本的に休みとする。（試合・大会等がある場合は別途周知）

２．練習時間 対象 練習頻度

幼児 １時間／日

幼児 ２時間／日

１・２年

３・４年

５・６年

中学生
２～４

時間／日

３．会費

注１）中学生・小学４～６年生については、協会個人登録費２，０００円必要。小学３年生は選抜者のみ

注２）１1月以降の中学３年生の月会費は無料とします。

注３）年会費２，０００円・保険代１，０００円はＮＰＯ法人で徴収。

注４）中学生の試合は、移動費（高速代・ガソリン代相当）を別途徴収します。

注５）小学生の試合は、他府県の遠征時のみ移動費（ガソリン代相当）を別途徴収します。

４．名称等

１・２年生 06～08歳

ヴィエントＦＣとよの　２０２1年度　活動計画書（案）

備考

登録費

土曜日か日曜日どちらか

土曜日か日曜日どちらか

対象

樽谷

川勝

－

福島

ｳﾞｨｴﾝﾄ　Ｋキッズ

小学1～3年生

小学4～6年生

幼児(03～05歳) スクール

注１）２，０００円　

対象 名称

２，75０円／月(税込み)

３，3００円／月(税込み)

小学生

ジュニア ｳﾞｨｴﾝﾄ　Ｊ

２～４

時間／日

練習は、基本的に　９時～　スポーツ広場にて

※１年生については、幼児が参加の場合は幼児と一緒に練習する。

３・４年生

２日／週

幼児(03～05歳)

幼児(05～06歳)

注２）３，85０円／月(税込み)　

中学1～3年生 ジュニアユース ｳﾞｨｴﾝﾄ　ＪＹ

略記号

土・日曜日

中学1～3年生

ｳﾞｨｴﾝﾄ　Ｓ

幼児(05～06歳)

小学1～6年生

コーチ

－

月会費

１，1００円／年(税込み)

１，1００円／月(税込み)

橋本
仲渡

松本

備考

08～10歳

小林・樽谷・福島



●ヴィエント　スクール活動内容

◆ボール遊び ◆基礎体力づくり

●ヴィエント　キッズ活動内容

◆ボール遊び ◆基礎体力づくり
◆仲間づくり

●ヴィエント　ジュニア活動内容

◆日本サッカー協会 ◆豊能町枠の試合
★今年度も全日本少年サッカー大会はエントリーしません。 ・ガンバ前座試合〔とよのＪＦＣと合同〕
・ライフカップ（05･06月） ・北摂ガンバカップ〔今年度はとよのＪＦＣ〕
・大阪小学生大会（12月）

★６年生は、U-13フューチャーズリーグに帯同します。 ◆茨木サッカー連盟　
・６年リーグ(04～05月､09～10月)

◆招待試合 ・茨木フェスティバル（5/3.4）
・釜本カップ（07ｏｒ08月） ・卒業記念大会（01・02月）
・ガンバカップ（10or11月） ・５年リーグ(06～07月､11～12月､02～03月)
・ＪＣカップ（5年生大会、6年生大会） ・４年リーグ（上期・下期）
・日韓親善サッカーフェスティバル（9/26.27）
・各チーム招待試合 ◆その他

・茨木市サッカー連盟　トレセン選考会
◆主催試合 ・ＯＦＡ　豊能地区トレセン選考会
・ヴィエントカップ　６年大会 ・夏合宿
・ヴィエントカップ　５年大会 ・他府県遠征
・ヴィエントカップ　４年大会
・ヴィエントカップ　３年大会
・ヴィエントカップ　２年大会
・ヴィエントカップ　１年大会

◆有志リーグ
・教育リーグ（上期・下期） ・スーパーリーグ〔新規／3年生以下〕
・北摂カップ（03月） ・ＨＯＰＰＬＥリーグ〔新規／フットサル大会〕

●ヴィエント　ジュニアユース活動内容

◆日本サッカー協会
・アドバンスリーグ　U-15
・ガンバカップ　U-14
・フューチャーズリーグ　U-13

◆招待試合
・ホンダカップフットサルフェスタ
・フットサル施設選手権大会(01～02月)

◆その他
・ＯＦＡ　豊能地区トレセン選考会（サッカー）
・他府県遠征
・高校への練習参加

●ヴィエント　キッズ・ジュニア・ジュニアユース　共通
◆親睦行事（ジュニア保護者主催）

・練習試合 ・希望ヶ丘夏祭りへの出店
・親子サッカ－（05・12月） ・イベント
・各種　親睦行事　等 ・卒団式 等
・Ｊリーグ観戦
・競技会

人数次第で開催方法を検討
人数が少ない場合はテンペストで実施



【会員募集および入会手続きについて】

①２０２１年度から継続いただける方の手続き

□３月２７日に資料を配布し、正式手続きは、３月２８日以降にしていただきます。

□事前の継続意思の確認にもとづき、以下の手続きを進めさせていただきます。

・４月分の引落し金額（年会費・保険代・４月分会費・協会登録費（４年生以上））を各家庭ごとに連絡済み。

・３月３０日にゆうちょ銀行の口座から引き落とし。

・保険の手続きは、事前の継続意思確認にもとづき進めますが、継続届は、４月１１日までにお願いします。

※会計は、「ＮＰＯ法人ヴィエントとよの」で管理します。

②２０２１年度に新規入会いただける方の手続き

□ＮＰＯ法人ヴィエントとよの　ご入会のしおり　をご参照下さい。

【クラブ運営について】

■クラブ運営　全般は「できる人が・できる時に・できることをお手伝いいただく」と

言うことでお願いします。

役員や学年担当だけがクラブ運営をするのではなく、子供・保護者・指導者　みんなで

「子供達が楽しく遊べる環境」を作りましょう！

特に送迎は「できる人でお願いします」ご協力下さい。

しかし、お手伝いできない方へ無理意地はしないようにお願いします。

○学年の枠にとらわれず、サポートしましょう！　○試合中は「チーム全員」を応援しましょう！　　

【新入部員の勧誘について】

■随時、体験を募集していますので、サッカーや運動が好きなお子さんにお声がけいただければ幸いです。

事前に、橋本までご一報いただきますようお願いします。

【メールアドレスについて】

■諸連絡等は予定表、連絡網、メール等で行います。ついては、メールアドレス変更時は

　ｽﾎﾟﾒﾙのｱﾄﾞﾚｽ変更およびinfo@npo-viento.or.jpまでお願いします。

【サッカースクールについて】

３歳～年中までを対象にサッカースクールを実施しています。年会費　１，１００円(税込み)です。　

ご近所で興味のある方にお声掛け下さい。月１回１時間実施しています。

【山手台ＦＣとの合同練習について】２０2１年度もできる範囲で引き続き実施していきます。

【試合参加の基本的な考え方】

幼児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

６年主試合 × × × × × ○ ○

５年主試合 × × × 選抜 ○ ○ ×

４年主試合 × × × ○ ○ × ×

３年以下試合 × 選抜 ○ ○ × × ×

２年以下試合 ○ ○ ○ × × × ×

１年以下試合 × × × × ×

○：参加　　×：不参加　　選抜：選抜選手のみ参加

以　　上

ご連絡

様子見



『元』気良く！

『楽』しく！

『一』生懸命やって！

『勝』てれば良い！
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