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神奈川県川崎市 

麻生ラグビースクール 



 

平成２５年度 麻生ラグビースクールスタート!! 

 

校長 三浦 幸宏 

４月７日の日曜日より２５年度の練習が始まり、４月１４日の平成２５年度総会にて各議案をご承認頂き

正式に平成２５年度がスタートしました。 

今年度の事業計画は例年と大きく変わりませんが、年度末の平成２６年３月２３日に麻生ラグビースク

ールの創立３５周年記念式典を計画しています。是非楽しみにしていてください。 

又昨年の重傷骨折や疲労骨折事故等に伴い、指導方法を考慮し、定期的に骨折等の応急処置方法や

ＡＥＤの使用方法、熱中症や脳震盪の予防の研修を行い全コーチが共有できる様に指導し事故の起きな

い様に取組んで行きます。 

さて子供達には４月～６月の時期に基本プレイと基礎体力をしっかりと身につくような練習へ取り組み、

交流大会・夏合宿・県大会等を経て１年間で大きく成長してくれる様、我々コーチはお手伝いをさせて頂き

ます。幸いにして比較的若くてラグビー経験者のコーチが増えてきていますので彼等を中心に技術指導

を行っていく様に考えています。 

現在麻生ラグビースクールの全体の在籍数はここ数年大きな変化なく推移していますが学年によって

はまだまだ在籍数が少ない学年があります。各学年の生徒数が２０名前後、全体の総数で１５０名程度が

望ましいと考えています。ポスター等による募集活動を毎年続けておりますが中々成果が出ません。縁故

による入校者の方が断然多いので皆様には積極的にご友人をお誘い頂けるようお願い致します。 

 今年も麻生ラグビースクール出身の OB がトップリーグ、イースト、大学、高校、中学等々のチームで活

躍しています。今年も OB の活躍に期待し積極的に応援をして頂けるようお願い致します。 

最後に麻生ラグビースクールのスローガンは『次代を背負う若者づくり』です。思いやりの心・優しい心・

いたわりの心そして人の痛みが解る子供に育つよう人間教育にも取組み、丈夫な身体と強い意志で頑張

りぬく事の出来る子供に育ってもらう為に本気で向き合い、優しさと厳しさを持ってスクール活動に取組ん

で行きます。 

コーチはもちろんのこと保護者の方々もグラウンドに来たら大きな声で挨拶をしてください！ 出来ない子

供には積極的にこちらから挨拶をしてください！子供・保護者・コーチが『三位一体』となり、『次代を背負う

若者づくり』を達成する為に麻生ラグビースクール全体で行動する事が必要です。皆様のご理解とご協力

をお願い致します。 



自分たちで考えるチームをめざして 

 

６年チーフコーチ 曽我 浩 

  

麻生ラグビースクールの６年生は、どの世代もこの１年間で大きく成長しています。 

 ６年生だから飛躍できたところもあるかもしれませんが、子供たち、コーチ、ご父兄それぞれが一生懸命

ラグビーに向き合った結果が、麻生ラグビースクールの伝統として、引き継がれているものだと思いま

す。 

 ６年コーチとして、その責任は大きいと感じていますが、それ以上に、この１年間でこの子たちが、どれく

らい変化して、成長してくれるのか、楽しみでもあります。 

 ５年の県大会以降から、練習態度など、少しづつ変化してきていますが、これからはもっと、ラグビーに

一生懸命取り組む姿勢を身につけられるようにしていきたいと思います。 

 そのために、自主的に「自分たちで考える時間」を、試合の中でも練習の合間でも積極的につくっていき

ます。 

夏合宿まで、あまり時間はありませんが、１回ごとの練習を大切に考えています。 

また、受験を控えた子供たちが多い学年ですが、簡単に「両立」という言葉を使うのはよくないと思いま

すが、ラグビーも受験も「小さな戦いの積み重ね」に変わりはないと思います。 

気持ちを切り替えて、それぞれの時間を集中してがんばる経験は、小学生には厳しいかもしれません

が、この年齢でがんばれたことは、ラグビーや勉強を超えた自信につながると思いますので、子供たちを

信じて、グランドに送り出してください。 

 夏合宿も楽しみです！今後ともご支援よろしくお願いします。 

 

 

６年コーチ 菅原 

 

新６年生練習方針 

 

県大会終了より、早６ヶ月（12 月～5 月）が経過。ラグビー年度としては、既に半分が経過しているところ

ですが、新６年生の練習方針につき、ご案内いたします。 

（なお、３か月ごとの「練習計画」については、ご父兄宛て別途チーフコーチよりｅｘｌファイルで配信して

おりますので、そちらをご参照ください。） 

 

１．今年度の目標 

『『『『真面目真面目真面目真面目』』』』にににに練習練習練習練習にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ    ＝＝＝＝    練習中練習中練習中練習中にふざけないにふざけないにふざけないにふざけない    

 ・新６年生は、在籍人数が少ないこともあり、子供たち自信がアピールをしなくてもコーチが手を差し伸べ

ることが出来る環境であったため、自然の内に｢甘え｣が許される対応となっていました。しかしながら、

５年生の県大会全敗を受け、幾人かの選手から、「負けて悔しい」との意思を汲み取れましたので、

ややあぬるま湯の環境から徐々に「真面目」を合言葉に練習への取り組み態度を改めて来ていると

ころです。 

 ・特に、冬場の日大生と練習では、昨年までの「交流」を第一義に置いたものではなく、事前に日大生に

も趣旨を説明したうえで、選手には学生を「あだ名」で呼ばせずコーチとして接することとしました。こ

のことにより、冬場にも例年以上に選手の上達が確認できる練習結果となったものと思料していま

す。 

 

２．５年県大会の反省 

 ・昨年の県大会終了後の当時の５年生コーチ陣の総括（指導し切れていなかった点）は、大きく以下の４



点となりました。 

（１） 相手キックオフのボールをキャッチできない。 

（２） 攻撃時に、ボールを持ち込んだら、二度と出てこない（単発の攻撃で終了）。 

（３） ボールが出た場合でも、次の攻撃ラインのスピードが無く、かつ流れるため、結果としてすぐに捕

まる。 

（４） ディフェンス時に、前に出ていない。体で止めていない。（怖いから、抜いて下さいと待っているだ

け。手で止めに行くふりをしているだけ。） 

 

３．現在の位置づけ（５月末時点） 

 ・ラグビー新年度（12月）以降、「年内」「1月～3月」「4月～6月」に分けて、上記反省に基づいた４点の向

上に的を絞った練習計画に従い、バージョンアップを繰り返しつつ現在（５月末）に至っています。 

 ・ここまでのところ「出来ないこと → 出来るようにしよう」の第１ステップから、「出来そうなこと → 出

来るようにしよう」の第２ステップに近づいて来たと認識しています。特に、日大フェスでの２つの試合

は、キャプテン/副キャプテンを欠きながらも、目指すスタイルの片鱗を見せてくれたものでした。 

・６月～８月は、「出来そうなこと → 出来るようにしよう」の第２ステップで充分な「理解」と「行動」を求

めていく予定です。 

 ・なお、９月以降は、「出来ること → 確実に出来るようにしよう」の第３ステップ（ファイナルステップ）と

なり、「行動の積み重ね（成功体験）」から、選手に「自信」を持たせてあげたいと願っています。 

 

４．ご父母へのお願い 

 ・県大会を、ひとつの区切りとすると、第２～第３ステップの６月から９月までの練習回数も、残すところ１

０回程度（交流試合/合宿等を除く）です。 

 ・試合だけでなく、１０回の練習についても、是非ご家庭で、「今日は、どのようなことをしたのか」を選手

に聞いてあげてください。そして、毎回「良く頑張っている」と褒めてあげて下さい（悪いところは、コー

チに充分絞られていますので・・・）。 

 ・約１０回の練習で、選手には、「やり残した」との思いが残らない状態で県大会を迎えさせてあげたいと

考えています。これから、暑い時期に入りますが、ご家庭での体調管理へのご指導もよろしくお願い

いたします。 

以上 

 

最終学年を迎えて 

６年コーチ 小山田 俊広 

 いよいよ最終学年です。君たちが、このチームでラグビーができるのはあと何日あるだろう。これからの

長い人生の中で、あの時にはあいつがいた。あいつもいた。楽しかったな！うれしかったな！くやしかっ

たな！いろんな思い出がある年になってほしい。長い年月を経ても思い出せることなど早々あるものじゃ

ない。よほど強烈なことがないと、なかなか思い出せるものではない。ただ練習に来て、人がやることを

人に言われてやっていても思い出にはならない。自分自身でこれをこういう風にやれるようになりたい。

やれるようになる。という強い気持ちがないと、時間はすぐ来てしまう。残り少ない仲間との時間をどう過

ごすのかは、君たちの心の中にある。思いっきりやってみよう。大きな声を出し合って。 

 

 

小学校最終学年に望む事（自身の心構え） 

                         6 年コーチ  室井 秀夫 

 

私がこのスクールで６年生と関わり合うのは、かつて私の息子の代に、親としての関わり合いと、今回、

小学校の最終学年を迎えたみんなを受け持つコーチとしての関わり合いです。親とコーチとの立場の違



いこそあるものの、それぞれの視点から返り見れば、確かに勝敗に拘るのも大事なことですが、これから

でも続けてさえいれば、スキルや技術は練習を積み、時間を掛けて行くことで磨かれ上達もします。しか

し、今の仲間との日々の練習や、夏合宿（菅平）、県大会（秋季）、ファイナルカップなど、みんなで思い出

を築ける時間。一緒にプレーできる日も、数えて見ると半年もないのです。それ故、私が思う皆に身につ

けて貰いたい事は、次の３つです。まず一つは、試合やプレー中での仲間割れ（貶し合い）、二つ目に、声

も出さずにプレーする（コミニュケーションの欠如／個人競技化する／自分勝手）、最後の三つ目は、自分

の仕事をさぼってしまう（傍観／逃避する）。 

これらすべてラグビーの精神から逸脱するプレーです。上手、下手の技量を身につけるよりも、その精

神や姿勢を身につけてくれることが、みんなにとっての宝物であり、これからの人生に於いて、みんなが

培って来た事は、必ずや自身の糧となることでしょう。私自身、まだまだ“ラグビーという競技を介して、学

び得ることがあるうちは”続けて行きたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

キャプテンになって 

                     ６年 齋藤 裕人 

 僕はキャプテンになった。 

最初に「キャプテンは齋藤裕人」と言われたとき頭の中が真っ白になった。でもすぐに我に返った。そし

てうれしくなった。 

僕が選ばれた理由はわからないけれど、少しずつ色々なことを考えて、バイスキャプテンの恵一朗と６

年の仲間たちに助けてもらいながら頑張っていこうと思う。 

そして、県大会で優勝して、ファイナルカップに出られるように頑張りたい！ 

 

それを試合に出したいです。 

 

今年度の抱負 

                                ６年 森田 恵一朗 

 

 今年度の抱負は三つある。一つは、バイスキャプテンとしてキャプテンの裕人のアシスタントをする。二

つ目は、試合中に周りを良く見ること。自分がボールを持って走っているとき、仲間が近くにいないかなど

を見たり、がむしゃらに突っこむのではなく、ディフェンスの薄いところを抜いて少しでもチームの前進につ

なげたい。三つ目は、ラインを深くしいてトップスピードでボールを落とさずもらうこと。二つ目の抱負と合

わせるのはなかなかむずかしいけれど、がんばりたい。 

 

6 年生になって 

              ６年 小野 航大 

僕の今年の目標は 

１． 試合で、ドロップキックをより高くけれるようになる。 

２． 試合でも、練習でも手を抜かずに頑張る。 

３． 県大会、優勝するぞ。ファイナルカップまで頑張るぞ！ 

 

おまけ 身長を 10 センチ、体重を 10 キロ増やす！！！ 

 



最終学年として 

６年 小島 稜 

 

ぼくの今年度の目標は練習の時も試合の時も「FW 行く」と大きな声で思い切り相手に当たって、ボールを

つなげられるような選手になることです。 

 

 

突破力のあるウィングになるために 

  ６年 津国 大喬 

僕はどの学年、スクールのなかでも一番突破力のあるウィングになりたいです。 

そして、県大会やファイナルカップで優勝したいです。そのためには、毎回の練習では気を抜かないで真

剣に取り組むことが大切なので、一つ一つ丁寧にやっていきたいです。 

あと、いつかコーチの誰か一人を倒してみたいです。 

 

古田空頑張りま～す！ 

６年 古田 空 

今年頑張りたいことは３つあります。 

１つめは、県大会で優勝です。なぜなら、去年は A ブロックで藤沢 A、田園 A、横須賀 A にボロボロにさ

れました(精神的にも・・・)しかし、心機一転、今年こそは優勝を本気で狙いに行きます。 

２つめは、僕の 1 番の課題でもある走ることです。走れるようになって得られるメリットは、より突き刺さ

るタックル、モール、ラックへ早く行けることです。だから、ぜひ走れるようになりたいです。もし４００ｍ走

で走っているときは温かい声援をよろしくお願いします。 

３つめは、チームの中でぜひやりたいプレースタイルがあります。それは、フォローをしっかりすることと、

いま練習しているハンマー、リップ、ガットをしっかり練習でうまくなって、 

 ６年 山崎太凱 

去年は県大会で１トライも決められなかったし、タックルも今一つだったので、去年の合宿のタックルを思

い出してしっかり腰にのと押し出しを頑張りたいです。それにトライも最近はできるようになってきたし、前

まで少し怖かったタックルもだんだんやる気を出してできてきたのでチームに貢献できるよう県大会前の

合宿と練習でやる気を出し、必ず１試合に１回はトライとタックルをしっかり決めれるようになります。その

ためにどんな相手に対しても怖がらずに練習以外の時間でも相手を見つけてやり続けて、県大会ではみ

んながすごいと思えるようなプレーをできるようになりたいです。合宿で戦う相手が来たら、絶対に決めた

目標をしっかりと果たしたいです。 

いつも目標を持ち続けて、それを達成し続けることですごいプレーヤーになれるように頑張り続けたいで

す。 

 

小学校最終学年を迎えて 

          小野 航大 母 小野 桂子 

 

1 年生で麻生ラグビースクールに入校し、ついに最終学年をむかえました。 

校長をはじめ、たくさんのコーチの方々に見守られここまで来ることができました。 

小学生最後の 1 年を、悔いなく終わることができるよう私も毎週グランドに通いながら、応援していきたい

と思います。身長もグンと伸びて、もうすぐ追い越されそうですが、心も一緒に成長できていけたらと願っ

てます。 

コーチのみなさま、父兄のみなさま、そして 6 年生のみんなどうぞよろしくお願いします。 



そして、5 年生のみんな、6 年生と一緒に頑張ってください。 

 

小島 稜 母 

 

ラグビーを始めて 4 年になりますが、今までは常に上の学年がいた。これからは自分たちが一番上の学

年である。合宿では、リーダーとなる。 

普段の練習からしっかり、声をだして、試合に臨んで、実践してもらいたいと思う。 

 

 

 

山崎太凱の父 

４年生からお世話になり、早いものでもう最終学年である６年生になってしまいました。 

少しずつ、本当に少しずつですが、ラグビーが上達して来ていることを感じています。 

特に身体は強くなったと実感しており、油断するとタックルで倒されてしまいそうになります。 

本人もタックルを自分の課題としているようなので、次はしっかりと相手を捕まえるのにはどうしたらいい

のかをよく考え、実践し、成功してほしいと思っています。 

みんなのために自分がフィールドの中で何ができるのか、何をすべきなのかを常に考え、頭も身体もヘト

ヘトになるくらい頑張って、チームに貢献してほしいです。 

私もラグビー大好きです。仕事の都合でコーチを断ってしまいましたが、機会あれば練習や試合にも参加

したいですのでよろしくお願いします。 

以上です。 

よろしくお願いします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

（後ろ）芝田悠馬 野田怜佑 小坂海歩 奥川朝陽 千秋武尊 津国千智 熊谷祥 

（前）角田翔 斎川夏央 飯島亮太 萬場康生 山内太郎 阿部凌大 本田 昂大  

吉田隼輔 

 

 

 

「今年の抱負」 

５年チーフコーチ 山本 慎一 

今年の抱負は、もちろん県大会２チーム優勝になります。初めての９人制ということで、戸惑うことも多

いかと思いますが、一歩ずつ前進していきたいと思います。高学年になると、個人技で抜けなくなってきま

すので、フォローを早く全員でつなぐ意識を高めていければと思っています。２５人全員が１つになり、目

標を達成しましょう！引き続きご声援の程宜しくお願いします。 

 

「よろしくお願いします！」 

5 年コーチ 山中 淳郎 

5 年生の皆さん、今年から新しく担当になりました山中です。ミニラグビーの集大成である 5，6 年生の 2

年間を皆さんと一緒に過ごさせてもらうことにワクワクしています。 

ラグビーというこの素晴らしスポーツに出会えたこと、麻生の仲間や県大会で試合する相手チームに感

謝の気持ちを持って取り組んでいきましょう。 

そして高学年になったのだから、下の学年のお手本になるように振舞いましょう！グラウンドに入るとき



に大きな声であいさつできているかな？朝会ったら友達だけでなく、コーチや他の学年の仲間にも「おは

よう！」と大きな声であいさつしよう！5 年生の皆さんだけにやらせずに、コーチ達もしっかりとあいさつし

ますので！！あっという間に夏合宿、そしてすぐに県大会がきます・・・。日曜日の練習が全てですから集

中してコーチ達の教えることを吸収してください。5 年生全員で頑張って練習して、合宿でも県大会でも最

高の結果を残しましょう！！ 

 

 

「就任にあたり」 

５年コーチ 福田 達 

４月から５年生のコーチを担当しています福田です。こういう原石の年代を教えるのは初めてですが、

高校生、大学生よりも個性がはっきりと出ているというのが第一印象。それを生かしながら育ってほしいと

いうのは個人的な願いで、自分自身の役割でもあると感じています。これから長くラグビーを続けてくれる

とすれば、基本プレーを理解した上での習得が勝負を分けます。私が現役のころよりもラグビーは進化し

ていますが、基本自体は大きく変わりません。また、どんな状況でも、皆が力を合わせればトライが取れ

るということを経験することは、その後のラグビー人生に大きな影響を与えます。そのためにも、常に気持

ちで向かっていける集団になるようにサポートしていきます。 

 ラグビーを辞めてから 20 年。５月某日の練習で肉離れするほど体は弱っています 

が、せっかく与えられた役割を果たすためにも、健康体にならねばと痛感していま 

す。 

 

 

「５年生になって」 

５年 奥川 朝陽 

夏の合宿に向けて、確実に立ってボールを繋いでいけるようになりたいです。相手にあたった時に姿勢

が崩れて一緒に倒れてしまうことが多いので、足元が安定するように、スクワットを頑張りたいと思いま

す。 

 

「５年生の目標」 

５年 野田怜佑 

５年生になっての目標は、公式戦でトライを通算１０本とることです。去年は１本しか取れなくてくやしか

ったから、今年は多くとりたいです。 

 あとは自分からボールを持って当たって、２人〜３人を抜けるようになりたいです。 

 

 

「最強のフォワードになるために」 

５年 津国 千智 

僕は、2 年生の時からフォワードなので、フォワードの起訴は身についているので、そのことを生かして

プレーをしたいです。特にタックルやオーバーを強化していきたいです。県大会でも強敵の横浜にそのこ

とを生かして勝ちたいです。ゴール前のペナルティーをとったら、積極的にボールを持ってトライを取りに

行きたい・ 

今後も基礎を意識してプレーをしていきたいです。 

 

 

「ウィングの僕は走る！」 

５年 山内 太朗 

 左ウィングはあまりパスがつながってこないけど、そのつながってきたボールで大事にして、スピードを



いかして、みんなでパスをつないでトライをいっぱい決めたいです。  

あと、「ぜったいやってやる！」という、強い気持ちを持つ！ 

 

 

「今年の抱負」 

５年 本田 昂大 

右ウィングなので、右に来た相手をタックルで倒し得点させません。ルーズボールを素早いセービングで

マイボールに出来るようがんばりたいです。 

 

 

「ぜったい勝つ」 

５年 小坂 海歩 

わたしは去年の三チームのうちで一番強いチームにいました。けれど、県大会では他の二チームが優

勝し、わたしのチームは優勝できませんでした。その時にわたしは来年のチームでは絶対に勝つと思い

ました。そのためには走れて、パスができて、ディフェンスもできるチームにしたいと思いました。そして、

どんな試合でも絶対に負けない気持ちで試合にのぞみたいと思います。 

 

 

「今年の抱負」 

５年 斎川 夏央  

今年は、ポジションもウィングになったので、毎試合トライを取りたいです。県大会は、去年ゆう勝したの

で、今年もゆう勝したいです。だから、トイメンには絶対ぬかれないよう、タックルをしっかりしたいです。そ

のためには合宿もがんばります。去年は熱中しょうになってしまったので、今年は暑さに負けない体を作

りたいです。 

 

 

「今年の抱負」 

５年 日笠 壮太 

スピードでつっこんで次のプレーにつなげて、パスをわたしたあとにフォローにいくことをがんばりたで

いす。 

 

 

「今年の目標」 

５年 宮坂 瑛人 

僕の今年の目標は、県大会で優勝することと、はるとを抜かして前後半フルで出ることです。あと、もっ

と B チームのフォワードを引っ張って、強いチームのオーバーに負けず、ボールを出してバックスの仲間

にトライしてもらいたいです。 

 

 

「今年の目標 」 

５年 阿部 凌大 

ＦＷとして オーバー、タックルをやってＦＷでもトライをしたいです。 

 

 



「今年の目標」 

５年 角田 翔 

１．県大会で優勝する。  

２．ＦＷのみんなが頑張って取ってくれたボールを、トライにつなげられるようＢＫにいいパスを回す。 

３．一回でも多くタックルをきめる。 

４．麻生ラグビースクールで一番のＳＨになれるよう、いっしょうけんめい練習する。 

 

 

「ぼくの今年の抱負」 

５年 野村 雄亮 

今年の抱負は県大会の一番上のブロックで優勝することです。去年は下のブロックで優勝しましたが、そ

れは本当に強いわけではないので、まず部内マッチで勝って上のブロックに行きたいです。夏合宿でチー

ムを強化して秋には必ず勝ちたいです。 

 

 

「タックル」 

５年 上田 武蔵 

ぼくが今年がんばりたいことは、低くはげしいタックルをすることです。なぜかというと、今年ぼくは初め

て全体バイスキャプテンと、チームキャプテンに選ばれたからです。なのでバイスキャプテンとして、恥を

かかないようにチームを引っ張っていきたいです。また夏合宿では、菅平賞をもらえるよう大きな声を出し、

全力で練習に取り組みたいです。 

 

 

「今年の目標」 

5 年 飯島 亮太 

今年は、アタックではたくさん大きな声を出してボールをもらい、たくさんトライしたいです。そして、ディ

フンスでは、どんどん前に出てみんながおどろくようなタックルをしたいです。 

 

「今年の抱負」 

５年 横尾 瑛 

5 年生になって、７人せい→９人せいになってまだ、なれてないですが、みんなで協力してがんばりま

す。そして、6 年生との試合で１トライとりたいです。 

 

 

今年の目標 

５年 吉田隼輔 

僕の合宿での目標は、まず声を出すこと。そして、今年初めてウイングになったから、少しずつなれて、

うまくなっていきたいです。ペナルティーをあまり取られないように注意したいです。そして、県大会では全

部勝って、ゆう勝したいです。 

 

 

「今年の抱負」 

５年 萬場 康生 

今年はフルバックなので、ディフェンスを抜けてきた相手をとめたい。 去年は藤沢に負けたけど今年

は藤沢を倒して県大会で優勝したい。 

 



 

 

「がんばれ！」 

５年 奥川朝陽の父 奥川秀樹 

 素晴らしいチームメイト、コーチの皆様に恵まれ、学校でも家庭でも得られない貴重な経験をさせてもら

えていると思っております。ひとつひとつのプレーでみんながそれぞれ自信を持ち、チーム全員でそれを

支えていく。県大会に向けて一層チームワークを高めていって欲しいと思います。 

 

「良き父親として」 

5 年 斎川 夏央の 父 斎川 宏    

私が未だ 20 代の頃(おじさんにも若い時代がありました)、上司に言われた言葉です。 「斎川、自分の子

供が初めてラウンド(ゴルフの)した後に、スコアがどうだったか聞くのではなく、マナーはどうだったかを訊

ねるのが良い親父だよ。」子供のトライは勿論嬉しい。でもラグビーは、ボールを持っていない時のプレイ

の方が凄く大切です。「良き親父」としては、仲間に信頼される体を張ったプレイを、一つでも多く観たい。

観てくれ。



  

上段    都留茉奈実・河瀬孔太郎・海老原銀次・原田太陽・竹川正剛 

中段上から 小高佑・神下弘太朗・無田快・京屋洸琉・中島知己・村松京弥 

下段から  宮澤樹・都留光平・萩原起・濱田昂輝・坂脇優来 

 

4年生 

4年 チーフコーチ 濱田正行 

 4年生です！小学生としては下の学年の方が多くなって来ました。まだ彼らのお兄さん、お姉さん

らしい所はなかなか見られませんが1年を通して低学年の子供達の面倒を見る姿を見たいです。 

今年からコーチ陣の若干の変更もありましたが練習内容については飯島コーチを中心にまとまり

つつあります。 

 去年の県大会では悔しい結果になった新 4 年生ですが今年に入ってからは大森コーチの練習成果

も徐々に出てきて、結果としてはまずまずの状況です。 

3月10日 対藤沢RS       4戦4勝 

4月29日 多摩RS、西東京RS   １勝1敗 

練習内容については技術コーチ中心に微調整を加えながら進めていきます。 

基本スキルの習得は当然ですが「子供達が自らで考えるラグビー」を目指します。 

チーム編成についてはサブコーチの斎川コーチ、野田コーチを A・B の各チーフになってもらい、技

術コーチの負担を減らしました。メンバーはコミュニケーションを考慮して県大会終了まで大きな変

更は行わない予定です。 

コーチ一同、県大会で良い試合が出来るよう今後も頑張って指導して行きたいと思います。 

また、今年から本格的に参加した鴨志田歩君が年初早々に骨折してしまい、未だ練習に復帰出来て

いませんが一日も早く復帰し、一緒に練習出来る事を祈っています。 

もうすぐ夏合宿です。暑くなりますので熱中症、怪我には充分注意して行きましょう！ 

コーチ・父兄の皆様、今後共宜しくお願い致します。 

 



よーしぃ、リコーカップ優勝するぞぉ！ 

 

4年生サブチーフ 斎川宏 

 

今年1/6日餅つきの後、新4年生に「今年の抱負」を聞いたところ、全員が「タックルをしっかり

したい。」でした。本当か～ぁ。去年の県大会の悔しさが、未だ身に染みていた時期だったからなぁ。

あれから、4ヵ月余り。先週のグリーン戦はどうだった？ 

この時期は出来るプレイ、出来ないプレイをハッキリ見極めて次のステップに活かそう。 

一つでも、得意なプレイを増やそう。出来ないといけないプレイを克服しよう。今は出来なくても大

丈夫だ。その為、毎週練習しているのだから。基本中の基本のパスが上手くなると、ラグビーが格段

と楽しくなります。タックルに入れると、気分はもう無敵です。 

夏合宿からは秋の県大会まで、あっと言う間です。あっ、その前に「リコーカップ」がある。今年

も、田園RSや横浜RSは参加するのだろうか。世田谷RSも。よーしぃ、秋の県大会の前哨戦だ。こ

こで絶対勝つ！ カップ戦だからではなく、前期練習の習得度の指針として勝敗に拘りたいと思って

います。 

 

今年のテーマ 

４年サブチーフコーチ 野田卓人 

 

 今年は「スペースを認識する」ことができるようになってほしいと思っています。これは一人一人

の技術やモチベーションだけの問題ではありません。状況をみながら、空いているスペースにボール

を持ち込む、空いているスペースを抜けられないよう、味方同士でスペースを詰めて行く。頭での理

解が必要になってきます。 

 練習のときにイメージを掴み、瞬間的に判断出来るような練習を積んでいくことを考えています。 

 この「スペースを認識する」ことについては体だけではなく、頭で理解することが重要ですが、自

分がプレーしながらではスペースと動きの関係を認識することが難しいのも事実です。頭で理解する

のに一番いいのは、トップリーグや大学生の試合をスタンドの高いところから観戦したり、ＴＶ中継

が有ればボールだけでなく他の選手の動きに注目してみることです。 

 交流戦や県大会を見ていると、強いチームにはこの「スペースを認識する」ことが優れている選手

が必ず２〜３人いました。 

 今年は麻生４年生が「スペースを認識する」ことをマスターし、強いチームになろう。 

 

「今年の抱負」 

4年コーチ 飯島 盛二 

今年は、昨年以上に仕事とラグビーを上手く両立させて、出来るだけ土曜練習にも参加したいと思い

ます。練習では、子供たちに熱い思いと技術を深く伝え、共に成長したいと思ってます。 

 

抱負 

4年コーチ 井上正敏 

4年になり、昨年から取り組んできた“走る力”が徐々に結果として現れてきたのではないかと思い

ます。 

今年はもっと自分のプレーに自信を持って、走りきりましょう。 

又、“声を出す”、“速くならぶ”、“プレーの間に歩かない”の 3 つもしっかりがんばり、一体感のあ

る良いチームになっていきましょう。 

今年も１年一緒にがんばろう。 

 



 

「目標に向かって」 

4年生 萩原 起 

 今年ぼくが、がんばりたいことは、とびつきタックルです。ぼくは、とびつくと、ちゃんとあたれ

るかしんぱいなので、なかなかとびつけないので、今年中に、とびつけるようになりたいです。 

 キャプテンとしては、ちゃんと声を出してみんなを引っぱっていきたいです。 

 

目標 

4年 京屋洸琉 

４年生になって、もっと速く走れるように練習して試合で相手を止めて勝ちたいです。 

今年の合宿の試合では勝ちたいです。 

 

今年の抱負 

4年竹川正剛 

今年ぼくは、スクリューパスが出来るようになりたいです。 

低くて強いタックルをするために家で姿勢の練習をします。 

800Mでは1位から10位の中に入り、合宿ではたくさん練習して県大会で田園とか強い相手をたおし

たいです。 

去年は全試合負けてくやしかったので今年は優勝したいです。 

将来は中村りょうと選手みたいになりたいです。 

 

今年度の抱負 

4年 原田太陽 

 今年の目標は県大会優勝です！ 

 優勝できるようにパスをきれいに投げる練習をしたり、タックルの練習をして、今年こそは優勝し

たいです 

 

目標 

4年 中島知己 

ぼくは、去年の県大会でくやしい結果になったので、４年生になった今年は、勝ちたいです。 

 

今年の目標 

4年 宮澤 樹 

ぼくの今年の目標はタックルを体のしんで当てることと、パスを落とさないことです。 

 

今年の目標 

4年 神下弘太朗 

ぼくがどうしてもできないのは、来る相手を止めるタックルです。 

なぜできないかというと、以前試合で当たった時にかんたんによけられて苦い思いをした事があるの

です。なので相手の出方を見てしまい、最終的によけられて走られてしまうのです。 

 今年の目標は、「相手が反応するまえに、しっかりつかむ」という事をいしきして試合や練習にのぞ

みたいと思います。 

 三年の時出来なかった事は、大分しゅうせいできましたが、来る相手を止めるは三年時もできなか

ったので、「必ず直す」という事をこの一年でやります。 

 



目標 

4年 海老原銀次 

右も左もパスが上手に出来るようになりたい。 みんなが追いつけなくても最後まで諦めずタックル

しにいきたい。 

 

4年生になって 

      4年 無田 快 

 ラグビースクールに入って2年がたちました。 

最近感じる事は4年生になって自信が持てるようになってきたということです。 

ぜん息がなかなか治らなくて走りこみはつらいけれどこれからも頑張っていきたいです。 

 

今年がんばること 

4年 都留光平 

 タックルとキックを強化したいです。 

相手を確実にとめられるタックルと、もっと高いキックができるようになりたいです。 

体が大きくなるよう、たくさんご飯をたべます。 

 

今年の抱負 

4年 都留茉奈実 

 今年ラグビーでがんばりたいことは、タックルで相手を一げきでたおすことです。 

そのために、しせいを低くしてタックルをする練習をがんばります。 

 

目標 

4年 濱田 昂輝 

タックルで相手を止められるようにして、オーバーでおし返されないようにしたい。 

 

4年生になって 

4年小高 佑 

今年は県大会で勝ちたい。だかられんしゅうをがんばります。 

 

 

「ど根性」 

萩原 起 父 

 起は“ど根性”を心の奥に持っています。小さいときは、負けたくない一心で、食らいついていく

姿をたくさん見ました。でも今は、物事を少々達観視するようになり、変に大人になってしまいまし

た。今年は、起本来の“ど根性”を見せてもらいたいです。 

 『ボールを持ったら力強く走る』『ステップで相手をかわす』『ぶち当たる』『タックルで突き刺さ

る』ラグビーの醍醐味を楽しんでほしいです。上手になることも大事ですが、ラグビーを好きになる

ことを一番大切にしたいです。 

 コーチ・スタッフ・保護者の皆様、今年一年よろしくお願いします。 

 

抱負 

4年 佑父 小高 聡 

もう今年の県大会まであと半年。本人の勝ちたい気持ちがプレーに表れることを期待しています。親

としては今年は集中と主張をテーマに送り迎えの車の中で彼を刺激したいと思います。どうぞよろし

くお願いします。



3 年生リトルラガーメン 

 

 

1 列目（左より） 

佐藤仁紀くん、福田丈二くん、夘月快杜くん、楠元 隼くん、土方将嗣くん、 

奥川煌星くん、芝田好輝くん、 

2 列目（左より） 

斎川春朗くん、佐藤祐太朗くん、畑佐健太郎くん、石野創太郎くん、佐々木廉人くん、 

菅田光真くん、高橋遼成くん、 

3 列目（左から） 

金コーチ、重住コーチ、武井コーチ、野村サブチーフコーチ、伊藤チーフコーチ、津国 

 

～コーチから～ 

 

「3 年生の仲間達」 

3 年生チーフコーチ 伊藤 信一 

 3 年生ラガーの皆さん、今年からは、夏の合宿、秋の県大会への参加が始まる学年となります。幼稚園

部の頃より一緒にやってきた仲間から最近入校してきた仲間まで、現状15 名のメンバーです。粗々このメ

ンバーで夏合宿への参加、秋の県大会参戦をして行く事になるのでしょう。普段通う小学校のクラスメイト

とは異なるメンバー、そんな仲間達で今年からは更に濃い～時間を一緒に過ごす事になります。此の濃

い時間を一緒に過ごす事で深い～絆が出来ると思います。そして、この仲間は君たちにとって一生の友と

なる筈でしょう。仲間を思いやり、助け合い、そして喜びや悔しさ感動を共に分かち合えるようなチームと

なれるように全力で取り組んで行きましょう！ 

ご父兄の皆さま、日頃は至らぬコーチに何かとご協力頂き誠に有難う御座います。 

引き続きサポートの程宜しくお願い申し上げます。 

 

勝つために必要な「準備」 

                                                 三年生担当サブチーフ 野村 文雄 



1. 県大会で優勝しようと言っている選手諸君(コーチ皆さんや保護者皆さんもですが)、勝つためにどうい

った工夫をされているでしょうか。 

先日三年生のコーチ会の際、竹川コーチが他スクールのホームページに掲載されていた学年別指導方

針のコピーを持参して来られ、私はその時に大事なことを思い出しましたので、以下に記しておきます。 

 

2. 昨年の今頃、会社の研修の場でスポーツジャーナリスト二宮清純氏と話す機会に恵まれ、幾つかのテ

ーマで議論をしました。 

その中の一つ「勝者に共通する力」。 

CASE-1. 2010年FIFAワールドカップ日本代表が残した記録で32カ国中で1位だったものは？ またその

理由は？ 

CASE-2. 2008 年北京五輪女子ソフトボール日本代表の勝因と、星野 JAPAN の敗因との共通事項は？ 

 

3. 勝者に共通する力、一言で言えば、それは「準備力」。 

敗れて悔しい思いをする時、後悔の大半は「準備不足」ですね。 

上記の二つの例の解答は、インターネットなどで容易に調べることが出来ます。 

既にご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、ご興味のある方は、是非調べてみて下さい。 

 

4. 勝ちたいと思っている皆さん、あなたはどれだけその思いが強いですか？ 

あなたは勝つためにどんな努力をしていますか？ 

対戦相手よりも努力していますか？ 

・基礎体力向上のためのトレーニング、ランニング。 

・ダッシュの練習。 

・ラグビーボールを高く投げて、キャッチの練習。 

一人で出来る練習は幾らでもありますし、他スクールの子供達は皆やっています。当たり前です。 

週一度の限られた練習時間は、なるべくチームでの練習が出来るようにしましょう。 

 

5. 自信は準備から生まれます。 

過去の対戦の録画や、対戦相手のホームページ、色々見て研究しましょう。 

皆で頑張って、チームの仲間たちと勝利の喜びを分かち合いましょう。 

そのためには、しっかりと準備をしましょう。 

目的を理解して、正しく練習をしましょう。 

そして、チームの中での自分の役割を確りと果たし、仲間の役に立ちましょう。 

私達はいつも、一生懸命頑張る皆を心から応援しています。 

 

さて、、、三年生には難しかったかな？ 

以上、新年度もガンバっていきましょう！ 

 

若干年のいった新人コーチです 

３年コーチ 武井 智之 

昨年まで６年生を担当していた武井です。練習では子供たちの見本となるように大声を題して頑張ります。

ちょっとうるさいかもしれませんが我慢してください。練習が終われば静かにします。どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 



 

3 年生 くすもと じゅん 

とびつくタックルが、たくさんできるようになりたい。ジャンプして。 

だって、かっこいいじゃん。トライもたくさんできるようになりたい。 

 

「合宿に向けて」 

3 年生 奥川 煌星 

今年は初めての合宿で、試合もあるので、ちゃんと相手が倒せるタックルが出来るように、練習を頑張っ

て、準備したいと思います。 

 

3 年生 石野 創太郎 

今年はトライをとることを頑張りたいです。なぜかと言うと、ポジションがセンターだからです。 

コーチから「スタンドオフからパスをもらって、一気に駆け出し、トライを決めろ。」 

と言われているからです。 

＝抱負＝ 

3 年生 高橋 遼成 

大和や今まで負けたチームに絶対勝ちたい。 

そのために、相手が走りこむ前にタックルする練習をする。 

ドロップキックとトライを決めた後のキックがうまくなりたい。 

攻める時のステップも練習してうまくなりたい。がんばって練習する。 

 

3 年生 佐藤 仁紀 

コーチの話をよく聞いて、体がよく動けるようになりたいです。れんしゅうは楽しいけど、しあいも楽しくなり

たいです。４００メートル走もがんばりたいです。 

 

3 年生 佐々木廉人 

ラグビー楽しいので頑張ります！ 

 

3 年生 土方 将嗣 

タックルをいっぱいがんばって、点につながるようにしたいです。 

 

3 年生 畑佐 健太郎 

キックがまっすぐ前に飛ぶように、キックの練習をたくさんしたいと思います。 

 

「3 年生になって」 

     3 年 佐藤 祐太朗  

はじめてのけん大会たから、オーバーをがんばって、勝ちたいです。 

 

「今年の抱負」 

3 年生 斎川 春朗  

今年はトライをいっぱい取りたいです。県大会では、いっぱい勝ちたいです。 

夏がっしゅくは、バスでテレビを見るのが楽しみです。 

ぼくはフォワードだから、相手が来たのを止めてボールをとってトライをしたいです。 

 



「三年生になってがんばりたいこと」 

3 年生 夘月 快杜 

ぼくが、三年生になってがんばりたいことは、オーバーです。オーバーをいっぱいして試合にかちたいで

す。 

 

 

3 年生 芝田 好輝 

一試合で 2 トライ以上取れるように頑張りたいです。 

 

3 年生 福田 丈二（じょうじ） 

 今年からはじめての１年が始まるのでよろしくおねがいします。 

ぼくは、ほめられてのびるタイプです。 

 

「今年の目ひょう」 

３年生 菅田 光真 

400ｍ走は 1 分 40 秒をきることです 

れん習でも、試合でも必ずタックルします！ 

 

３年生 實方 勇人 

ぼくは、タックルとトライをしたことあるけど、まだちょっとしかしていないから、たくさんできるようにがんば

りたいです。 

 

～ご父兄のみなさま～ 

楠元 剛（楠元 隼の父） 

3 月に 6 度目の「皆勤賞」をいただきました。 

だんだん、ラグビーらしくなり、体もずいぶん大きくなりました。 

毎週、こんなに立派なグラウンドで、大勢のコーチに教えていただき、感謝、感謝です。 

ありがとうございます。 

 

「３年生になって」 

3 年生 奥川 由貴子(煌星母) 

いよいよ３年生になり、合宿や県大会など、いつものグランドから飛び立つ機会も増えます。 

ラグビーの上達だけでなく、挨拶や後片付けがしっかり出来る少し立派な姿も見たいと思っています。頑

張って下さい。 

 

3 年生 石野 容資（父） 

 3年生になって、7人制となりポジションも決まり、チームの中の役割が決まってきました。（急にラグビー

っぽくなってきたと思うのは私だけでしょうか） 

  タックルが上手い子、足が速い子、パスが上手い子、それぞれが自分の役割を担って、チームのため

に仲間を信じてプレーする様は、まるで社会の縮図のよう。（うーん、私も反省しております） 

  勝負毎には相手がいます。相手も努力をしてくるので試合で簡単に勝つことはできません。ボールを

前には投げられないということは、必ず自分の後ろには誰かのフォローが必要ということ。仲間を信じてプ

レーを続けてほしいと思います。その延長線上に勝利というご褒美があると最高です。 

 3 年生 石野 裕子（母） 

 いつもお世話になっているコーチの皆様に感謝の気持ちを忘れず、礼儀正しく 1 年間頑張ってほしいと

思います。 



 

「＝母からの一言＝」 

3 年生 高橋 由美（遼成 母） 

三年生になりますますラグビーにのめりこんでいる息子です。 

日曜日の練習をとても楽しみにしているので、体調管理に気をつけて練習・試合に ALL 参加できるように

支えていこうと思っています。 

 

3 年生 佐藤（仁紀 父） 

コーチの皆様にはいつも温かい指導ありがとうございます。本人のコメントにもありますが、練習は楽しく

行っているようですが、試合形式になるとどう動いて良いのか分からないというのが、正直なところの様で

す。本人には、全く基本的なことになってしまいますが、「コーチの話を良く聞きなさい」と繰り返し言ってい

ます。  

ようやく本人も最近その大切さに気づいたようです。（まだ長くは続いてませんが）何時になったら壁を乗り

越えてくれるのでしょうか！！ 

 今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

 

3 年生 佐々木 真里（廉人 母） 

ご迷惑をおかけしてばかりの廉人ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

3 年生 土方 隆（将嗣 父） 

ここ最近の将嗣のプレーを見ていますと以前よりも、より積極的にボールを追いかける姿が目立ってきた

ように感じます。 

わりと臆病なタイプの将嗣でしたが、ラグビーというスポーツを通して、心も体も強くたくましく育ってきたこ

とを実感しています。 

これからもコーチの話をよく聞いて、仲間と元気に楽しく練習に励んでもらえればと思っています。 

 

「3 年生、そして 3 年目」 

3 年生 佐藤 祐太朗母、佐藤 成江 

入校してちょうど 2 年になりました。3 年生、3 年目です！ 

日頃のコーチ皆様のご指導には大変感謝しています。ありがとうございます。 

3 年生、合宿、県大会今年初めて参加します。この一年間の成長、活躍を楽しみにしています。これからも

よろしくお願いいたします。 

「頼む」 

                            3 年生 斎川 春朗の 父 宏 

今年から県大会だ。舞台は整った。グラウンド外で活躍するのではなく、グラウンド内で大暴れしてくれ。

頼むから練習後に張り切るのではなく、練習を頑張ってくれ。 

 

「三年生になって」 

3 年生 夘月 快杜の母（有加） 

三年生の夏といえば、夏合宿ですね。 

わが子が入校したのは保育園の年長のとき、「合宿なんてまだまだ先の話・・・」と思っていましたが、あっ

という間に三年生になってしまいました。合宿でどんな風に化けるのか？それとも化けずに夏を終えるの

か？どちらにしてもとても楽しみです。ラグビーと出会って早４年、いまだに何をどうやってサポートしてあ

げればいいのかよくわからず、模索中ですが、息子と一緒にラグビーを楽しみ、少しでも成長できればい

いなあと思います。 

今年度も親子ともどもよろしくお願いいたします。 



今年の抱負 
2年チーフコーチ 大坪 功 

ミルキーとして最終学年、新たに2人の仲間（近藤龍馬くん・小田部晃太くん）が加わり生徒12名、

コーチ9名の体制でスタートしました。負けん気が強く前面に気持ちが出る子供が多いので、常に切

磋琢磨しながら真剣かつ楽しんで練習に励んでおります。こういう前向きな気持ちは、社会生活をし

ていく上でも大事だと思いますので、均等に応えられるようしていきたいです。また、みんなにキャ

プテンシー（チームを引っ張る意識）を持ってもらいたいので、日替わりでキャプテンを指名してい

く予定です。 
前期は1年からの継続で基礎の反復に注力します。タックル・ヒット・パスは左右均等出来るよう

根気強く習得させたいと思います。後期からは繋ぐ意識を付けさせるメニューを取り入れていきます。

次学年の7人制を視野に入れたフォーメーションも組んでいく予定です。 
愚息もそうでしたが、自分の活躍で親が喜んでくれると想像以上のパワーが出るようです。是非グランドに足を

運んでください。引き続き1年間ご支援の程宜しくお願いします。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

「2年生のラガーメンの皆さん」 

2年コーチ 毛利 昌康  

今年から2年生のコーチになりました毛利です。3月までは6年生を担当していたので、いま2年生の君たちが

とても新鮮に見えます。また、一緒に練習をしてみて、皆さんの潜在能力の高さには驚きました。これからどん

どんと伸びていきますね。体だけでなく、心も大切にしていきましょう。これからの人生で、心がしっかりと出

来ていると、はじめは細くて小さくて目立たない人でも大きく成長します。自分以外の仲間や、お父さんやお母

さん、家族のこと、友達のことを思いやれる人は将来のリーダーになっていくでしょう。皆さんがラグビーを通

してそういうことを学んでくれることを願っています。これから一緒に汗を流し、芝生のうえを転がりまわり、

ラグビーを楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2年コーチ 大原広生 
今の二年生は運動能力の高い子どもが多いのに加え、非常に負けず嫌いの子が揃っています。 
ラグビーという競技は技術的な面よりも「負けたくない！勝ちたい！」という気持ちが何よりも大切

だと思いますが、その点では今の二年生は今年だけでなく、今後も非常に期待できるチームだと思っ

ています(コーチの贔屓目かもきれませんが…)。 
そういった子ども達のよい面を伸ばしつつも、高学年に向けての基礎的な技術を身につけさせてあげ

たいと思います。 
また、基礎を身につけつつも、試合で強い相手に勝たせてあげたいです。そうすれば、よりラグビー

の楽しさや達成感を味わうことができ、子どもたちがますますラグビーを好きになってくれると思う

からです。 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
今年の抱負 

2年生コーチ 實方恵太 
今年から新任コーチとして、二年生を担当させていただくことになりました。ラグビー未経験者ですが、日々、

皆さんと一緒に練習に励みながら、ラグビーを学んでいきたいと思います。まだ二年生ですから、時には泣いた

り、集中力が切れてふざけてしまったりすることもあります。コーチとして、子どもたちが怪我することなく、



仲間と一緒になって体を動かし、心も体も成長し、そしてラグビーを楽しみ、好きになる環境を作ってあげたい

と思います。一年間、どうぞ宜しくお願いします。 

 

以下、生徒の抱負 

 
� 2年 本田翔太朗 
「たくさんトライする。タックルの練習もがんばる。ともだちと仲良くする。コーチの話をよくきく

こと。」 
 

� 野田 こうすけ 

2年生の目ひょう 

「2ねんせいの目ひょうはかっこよく10トライするのと、つよいタックルをたくさんすることです。」 
 

� 二年   小坂龍平 

「たくさんトライをする」 

「みんなに負けないようにがんばる」 

 

 
� 近藤龍馬 
「タックルを低くする」「1試合にワントライ」 
 
� 大原琉来 
「一年間でタックルを100回決める！」 
 
� 2年 かわいまさき 
タックルがんばりたい 
 
� 2年 川原りょうへい 
「今年の目標」 

ラグビーはきびしいけど楽しい。 

友だちはいるけどまだ友だちになっていないやつもいるから、これから仲良くしたい。 

練習をがんばって試合に勝ちたい。 

 
� 2年 高谷侑輝 
タックルをいっぱいして頑張ってトライをとる 
 
� 2年 佐々木成己 
ディフェンスの時にいつもすぐ前に出られないからちゃんとみんなについていきたいです。二年生でもが

んばります。 
 

� 中原侑温 

今年はタックルとトライと攻めを練習と試合で頑張りたい。 

いろんなラグビースクールとの試合ができる合宿を楽しみにしています。 

 

以下、ご父兄の抱負 
 



� 『いつも前を向いて』 2年 河合真輝 父 
 
年少の冬から始めた真輝の日曜日ラグビーの生活が、気付けば小2になりました。 
年相応に自分の意見を持つようになって、小学校の影響からかサッカーも気になり始めているようで

すが、やはり日曜日になると日大稲城グランドで仲間とラグビーをするのが楽しいようです。 
特に最近は、仲間の実力を認め、それに対して自分の能力を高めようとする気持ちを持ってきている

ように思います。 
 
これまでのように真輝も弟の遼真も、しっかりと前を向いて生きて欲しいと願います。 
 
 

 

 
 

1 年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひかさ あつと・あらき しゅうま 

かたおか ゆうき・わたなべ しゅうや・なかむら かずき・こだま えいと・さかわき ゆう・うしやま そうし 

 

今年度の抱負 

１年生：原田泰治 

これまで、低学年を中心にコーチを務めさせて頂き、今年で 7 年目となります。 

毎年異なる個性の子供達と接して思うのですが、子供達の成長の早さ、すばらしさには驚くばかりです。低学

年にとってラグビーとは野球やサッカーと違い、普段の生活では中々触れる事のない競技だと思います。その

競技に対して僅かな時間で興味をもち、練習を開始して１～２ヶ月もすればルールや動きを彼らなりにマスター

し、低学年と言えども立派な試合を展開できるのですから頼もしい限りです。 



また、入校当初は挨拶が苦手で泣いていた子、練習がきつくて泣いていた子、４００メートル走の途中で辛く

て泣き出す子等、色々な思いでグラウンドに来ていたと思いますが、１、2 ヶ月もすると元気に仲間と明るく挨拶

を交わし、嫌いだったはずの練習メニューがいつしか自分の努力目標に変わり、試合でもその成果を十分に発

揮してくれています。 

低学年と言う意味では引き続きと言う事になりますが、まずは彼らが『体を動かす事が楽しい！』と思えるよ

うに、また、『日曜日になると日大稲城グラウンドに行きたい！』という衝動に駆られるような練習メニュー、雰囲

気づくりをコーチ・保護者の皆様方と協力しながら作っていければと思います。 

（技術向上、勝敗はその後と言う事で！・・・・） 

引続き、ご協力の程、宜しくお願い致します。 



みんな素晴らしい才能を持っています 

1 年コーチ 宮澤 秀毅 

 3 回目の 1 年生担当です。 

 ラグビーは仲間を信じ、協力してトライをとるスポーツです。ずば抜けた運動神経を持った子が一人いても、

勝てるとは限りません。 

 ボールを持った子が相手に捕まっても、ボールを味方に繋ぎ、それを繰り返してトライになれば、それこそ皆

で取ったトライです。最後にトライを取った子だけでなく、皆でそのトライを喜びあえるようになれば、最高だと思

います。 

 子供達には、それぞれ得意なことがあるはずです。 

 走るのが早い子。押すのが得意な子。全体を見渡す能力の高い子。パスがうまい子。 

 今年の 1 年生もそれぞれ素晴らしい才能を持った子がたくさんいます。 

 3 年生になると、7 人制になり、それぞれポジションが与えらるようになります。 

 その際、子供たちの才能に見合ったポジションを与えてあげられるように、してあげられたらいいと思います。 

 

1 年 荒木鷲摩 

タックルやトライ、オーバーキックも何でもできる、すごくカッコいいラグビー選手になりたいです。 

 

抱負 

1 年 牛山颯士 

「しあいでかつためにあいてのボールをとってはしってトライをめざす。 

 

今年の抱負 

1 年 片岡 祐貴 

練習中はコーチの話をきちんと聞く。いっぱい練習して、試合の時に少しでもボールに絡めるようになりたい。 

 

今年のもくひょう 

1 年 児玉 瑛都 

タックルをうまくなること 

試合でたくさんタックルをきめて勝つこと  

 

1 年 坂脇 優心 

ぼくは、はしるのをはやくしたり、タックルやフェイントをれんしゅうして、うまくなるようにがんばりたいです。 

 

1 年 中村和樹  

みんなと仲良くラグビーを頑張る。 

 トライ、タックルをいっぱいする。 

 

1 年 日笠 温斗 

「がんばってトライをとりたい。」  

 

今年の抱負 

1 年 渡邊 柊也 

ラグビーをがんばって、早く走れるようになりたいです。 

 

1 年 荒木鷲摩の母 

保護者: コーチの話をとにかく聞き、ルールを理解して、チームプレイということを学んで欲しいと思います。 



 

麻生ＲＳに入校して 

1年 片岡 祐貴 父 真 

 4 月より入校させていただきました。同学年のお友達は殆ど幼稚園から始めているので、 ついていけるか親

としてはやや不安ではありますが、本人は毎週練習に行くのを楽しみにしているようです。  

 ラグビーを通して、心身共に逞しくなって欲しいと思います。１年間宜しくお願い致します。 



 

 

今年の抱負 

幼稚園チーフコーチ 河合 淳一 

子ども達と 1 年間楽しくラグビーをすること。 

新しい仲間を増やすこと。 

以上２つを今年一年貫徹したいです。 

 

子供たちの可能性は無限大です。 

ラグビーを通して私は、子ども達の輝ける瞬間を見つけ、それを伸ばしていくお手伝いがしたいです。 

子ども達が熱中できる事は何なのか？ 

たくさんの仲間を増やし、一緒に楽しくラグビーをする事でそれを探していけたらと思います。 

子ども達には熱中できる事を見つけ、それを続ける事で我慢強い人間になってほしいです。それが 

ラグビーであって欲しいですが、自分の好きな事なら何でも良いと思います。自分の好きな事を続けるた

めには、自分を取り巻く人 (々親、兄弟、友達、先生、、、)に目配せ（相手の気持ちがわかる）する必要に 

気づくと思いますし、人、物を大切にするという気持ちが出てくると思うからです。 

『自分』という色を出しながら、次世代を背負っていけるような『自分形成』の場に、子ども達がこのスクー

ルを活用してもらえればと思いますし、その想いに応えられるようなコーチでありたいです。 

 

一年間、宜しくお願い致します。 

 

のびしろを大切に 

幼稚園サブチーフコーチ 太田 昌彦 

今年もいよいよ新幼稚園での練習がスタートしました。同じ幼稚園を担当して 3 年目になりますが、3 年間

担当してみて、子供たちに対する感じ方が自分でも大分変わってきたと思います。それは、子供たちを信

頼する事ができるようになった事です。この学年の子供たちは、1 年間での成長が一番大きい学年だと思



います。ましてや、年少から入ってきて 3 年間続けた子供たちを見送る時は、そのＧＡＰにいつも驚くばか

りです。子供たちの成長スピードは 10 人入れば 10 人とも異なりますが、でも、皆、それなりに、いつの間

にか成長してしまうのです。ですから、その成長の芽を摘まないように、まずはじっくり子供たちと向き合

い、ラグビーを通じてその成長を最大限引き出せるようサポートしていきたいと思います。彼らののびしろ

は、我々には計り知れないものを持っているのですから。 

 

思いっきり裸足で駆け巡らせたいですね！ 

幼稚園コーチ 千秋  

幼稚園クラスのコーチ陣＆保護者の皆さま、いつもご協力ありがとうございます。 

単独でも持て余し気味のやんちゃ盛りが複数集まるとそのパワーが掛け算になり、子供達が余りにも元

気良過ぎて我々コーチ人が毎週圧倒されています。嬉しい事ですね。 

ラグビー専用グランド(きれいな人工芝）で楕円球を追えるこの素晴らしい環境に感謝しつつ、この恵まれ

た状況をより活かす為に、子供達を裸足で駆け巡らせたいな～と常々感じております。 

幼稚園・保育園でそういう教育方針の処も中にはあるでしょうが、昨今、裸足で自由に気兼ねなく子供達を

走り回らせてあげられる機会が無くなってしまったな、とはお感じになりませんか？中高学年はいざしら

ず、この幼児期であるからこそ、週に１回くらい思いっきり『裸足タイム』にしたいですね。足指の先までし

っかりと意識して、足指で地面を掴むような感覚を子供達には足裏に刻んでほしいです。（夏季は熱がこ

もり人工芝は大変熱くなりますので回避しますが、春・秋には！）果てしなくだだっ広い空き地（稲城Ｇ）で

の楕円球を使った鬼ゴッコ、しかも裸足！園児ラグビーの原点ですね～。・・・・・昭和っぽいですか？（笑） 

 

楕円球はともだち 

幼稚園コーチ 角田 浩史 

みなさん、こんにちは。 

今年から幼稚園クラスのお手伝いをさせていただくことになりました角田です。よろしくお願い致します。 

 

『ラグビーは少年をいちはやく男にして、男に永遠の少年の魂を抱かせる』 

（もとフランス代表の名フランカー、ジャン・ピエール・リーブ） 

 

『ともかくラグビーを好きになること。プレーを続けること。体のサイズは関係ありません。小さくてもタフで

やっかいなプレーヤーはたくさんいます』 

（元オールブラックスの怪物ＷＴＢ、ジョナ・ロムー） 

 

『ボールを持ったら最短コースを前に走ろう』 

(角田浩史） 

 

桜のジャージを着てオールブラックスと戦う日本代表選手を目指してがんばろう！！ 

 

今年の抱負 

幼稚園コーチ 吉田 大輔 

幼稚園クラスの保護者の皆様、またコーチの皆様、いつも大変お世話になっております。 

今年お手伝いをさせて頂き２年目になりますが、今年はお友達をもっと増やし、一人でも多くの子供に 

ラグビーが楽しいと思ってもらう様にサポートできればと考えております。 

そのためには、もっと子供と向き合い、声をかけることが重要だと考えております。 

その他、試合に勝つ喜びをたくさん味わって欲しい等色々な思いはありますが、この学年ではお友達を増

やす事、楽しいと思ってもらう事を目標がんばります。 

今年も宜しくお願い致します。 



ラグビー 

ようちえん（年長） かわい りょうま 

ことしはトライとタックルをたくさんしたいです。 

 

ことしがんばること 

ようちえん(年中) すぎの とうご 

しあいにでてトライをきめたいです。 

 

がんばること 

ようちえん(年長) すげた あおい 

いちばんラグビーつよくなって、タックルしたい！ 

 

トライするよ 

ようちえん(年長) せんしゅう はやと 

はやと、ちっちゃいから大きなひとがドカーンとくるといたくてイヤだ。ボカーンと飛んで、うわーゴロゴロゴ

ロってなっちゃう。でもトライいっぱいしたい。 

 

ぼくのもくひょう 

ようちえん(年少) なかつかさ たけき 

・おおきなこえをだす。 

・おすもうでまけない。 

・グランドにちゃんと、あいさつする。 

・がんばってはしる。 

 

ことしがんばること 

ようちえん(年長) ふくおか りょう 

トライ・タックルたくさんきめる。キャプテンもやってみたい。 

 

ことしがんばること 

ようちえん(年中) ふるはた しんのすけ 

れんしゅうでできたトライ、ほんばんでしたい！ 

 

ラグビーでがんばること 

ようちえん(年中) よしだ ゆうま 

・おおきなこえをだす 

・にいに（兄）みたいにタックルできるようになる 

 

よろしくお願いいたします 

幼稚園父母 杉野 勝吾 母 

今年の春から入部しました。練習に参加するごとに、楽しくなっている様子です。早く上の学年のお兄さん、

お姉さんのようにたくましいラガーマンになって欲しいと思っています。 

今年一年、どうぞよろしくお願いいたします。 

 



楽しいラグビー 

幼稚園父母 中司 たけき 母 倫子 

遂に、我が家の３男も麻生ラグビースクールに入校させて頂くこととなりました。 

コーチの皆様には、まだ右も左も分からない息子を、手取り足取りご指導いただき、感謝しております。 

今はまだ朝はぐずぐずするものの、グランドに着けば、楽しそうに走り回っている姿を、嬉しく見ています。 

まだまだ先は長いですが、今一緒にいる仲間とこの先たくさんの経験を重ね成長し、本当の仲間になって

いくんだなーと思うとこれからが楽しみです。 

どうそ、親子共々宜しくお願いいたします。 

 

ラグビーがんばります 

ようちえん（年少） はぎわら かなこ＆母 

『ラグビーがんばります！！』と毎週張り切っています。兄たちと４００メートル走やタックルの練習をしたり、

赤紺ジャージを着て嬉しそうです。 

『かなちゃんラグビーはじめたんだよー』と会う人会う人に言っています。 

練習の途中でお菓子が食べたくなったり、コーチの話を聞かずにふらふらしたり、お友達ともめたり、やり

たい放題でコーチの皆さまにはご迷惑のかけどおし。本当に申し訳ないと思います。でも根気よく奏子に

付き合ってくださり、のびのびラグビーが楽しめるご指導に感謝しています。ありがとうございます。 

女の子だからってラグビーしないなんてもったいない！！せっかく素晴らしいグランドにいる３時間を一緒

にラグビーをしてくれるガールズが増える事を願っています。 

 

期待 

幼稚園父母 福岡 遼 父 

年長として周りを見ながらプレーするなど更なる成長に期待したいと思っております。 

宜しくお願いします。 

 

宜しくお願い致します 

幼稚園父母 降旗 眞之介 母 

親としては協調性をもって練習に参加し、コーチの言葉を落ち着いて聞けるようにしていきたいと思ってお

ります。 

今後とも宜しくお願い致します。 

 

やっと 

幼稚園父母 吉田 悠真 父 大輔 

甘えたで人見知りが非常に激しい次男の悠真がやっと一通りの練習に参加できるようになりました。これ

も、お友達・コーチのおかげであり、本当に感謝しております。 

今まで出来なかった事が少しずつ出来るようになるにつれ、本人も少しずつ自信が持てるようになってい

るようで、成長を感じ、嬉しく思います。 

とはいえ、まだまだコーチや仲間にもご迷惑をおかけすることも多々あるかとは思いますが、今年も宜しく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

    

    

慣れない作業で連絡が遅くなってしまい、急なお願いで申し訳ありませんでした。そんな中多くの

原稿を送っていただきありがとうございます。 

次回は夏合宿を終えて一回り成長した、子どもたちの言葉を聞けたらいいなと思います。 

５年 猪腰咲太 
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平成25年4月14日

　１．開会の辞 加賀幹事長

　２．議長の選任 三浦校長

　３．役員の副幹事長２名を３名に変更する校則の改定 三浦校長

　４．コーチソサエティ（コーチ会）設立に伴う校則の改定 牧野副幹事長

　５．平成２４年度事業報告（小学） 古田副校長（小学）

　６．平成２４年度事業報告（中学） 小坂副校長（中学）

　７．平成２４年度決算報告 会計（小野、小島）

　８．平成２４年度会計監査報告 児玉・太田監事

　９．平成２５年度役員人事任命 三浦校長

１０．平成２５年度事業計画案（小学） 古田副校長（小学）

１１．平成２５年度事業計画案（中学） 小坂副校長（中学）

１２．平成２５年度予算案 重住副校長（統括）

１３．学年担当コーチ紹介 各チーフコーチ

１４．個人情報の扱いについて 古田副校長

１５．東芝からのリユースＰＣの贈呈 外岡

　　　質疑応答（３～１４の議事毎に実施）

１６．還暦コーチへの赤パンツ贈呈（川口） 三浦校長

１７．退任会計担当への謝礼 三浦校長

１８．閉会の辞 加賀幹事長

３～１２については総会での承認事項です。

　　　　定足数：１／３＝４６人以上、過半数は６９人とする。

　　　　当日出席者４０人＋委任状４９＝８９人で総会は成立しました。

[総会議事次第］

　日時：平成２５年４月１４日（日）　１５：３０～１７：００

　場所：麻生市民館　３階　第１会議室

　　　　生徒総数：１３６人　父母数：中学３４人、小学７６人　計１１０人

注）１．総会の定足数は校則により会員の３分の１、議決は出席者の過半数とする。

　　　　平成２５年４月１４日現在の会員は以下による。（入校予定者含む）

　　２．総会の議長は校則第10条2項において校長が当たるとありますが、

　　　　父母コーチ等を除くコーチ・役員　２６人　総計１３６人に対して

平成２５年度　麻生ラグビースクール総会

議　案　書

 



麻生麻生麻生麻生ラグビー・スクールラグビー・スクールラグビー・スクールラグビー・スクール　　　　校則校則校則校則　　　　改正版改正版改正版改正版 平成平成平成平成25252525年年年年4444月月月月14141414日日日日

第第第第１１１１条条条条（（（（名称名称名称名称およびおよびおよびおよび事務所事務所事務所事務所）　）　）　）　本校本校本校本校はははは、、、、麻生麻生麻生麻生ラグビー・スクールとラグビー・スクールとラグビー・スクールとラグビー・スクールと称称称称しししし、、、、事務所事務所事務所事務所をををを幹事長宅幹事長宅幹事長宅幹事長宅におくにおくにおくにおく。。。。 　　　　４４４４．．．．総会総会総会総会はははは、、、、本校本校本校本校のののの最高議決機関最高議決機関最高議決機関最高議決機関でありでありでありであり、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを審議審議審議審議しししし、、、、決定決定決定決定するするするする。。。。

　　　　　　　　((((1111) ) ) ) コーチをコーチをコーチをコーチを除除除除くくくく役員役員役員役員のののの選出選出選出選出。。。。

第第第第２２２２条条条条（（（（目的目的目的目的）　）　）　）　本校本校本校本校はははは、、、、ラグビー・フットボールをラグビー・フットボールをラグビー・フットボールをラグビー・フットボールを通通通通じてじてじてじて、「、「、「、「次代次代次代次代をををを背負背負背負背負うううう若者若者若者若者づくりづくりづくりづくり」」」」をテーマをテーマをテーマをテーマ 　　　　　　　　((((2222) ) ) ) 事業報告事業報告事業報告事業報告およびおよびおよびおよび事業計画案事業計画案事業計画案事業計画案。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　としとしとしとし、、、、心身心身心身心身ともにともにともにともに健全健全健全健全なななな少年少年少年少年をををを育成育成育成育成することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。 　　　　　　　　((((3333) ) ) ) 会計報告会計報告会計報告会計報告およびおよびおよびおよび予算案予算案予算案予算案。。。。

　　　　　　　　((((4444) ) ) ) 本校則本校則本校則本校則のののの改正改正改正改正。。。。

第第第第３３３３条条条条（（（（事業事業事業事業）　）　）　）　本校本校本校本校はははは、、、、前条前条前条前条のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためするためするためするため、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事業事業事業事業をををを行行行行うううう。。。。 　　　　　　　　((((5555) ) ) ) そのそのそのその他他他他のののの必要事項必要事項必要事項必要事項。。。。

　　　　１１１１．．．．原則原則原則原則としてとしてとしてとして毎日曜日午前中毎日曜日午前中毎日曜日午前中毎日曜日午前中のののの練習練習練習練習（（（（但但但但しししし、、、、天候不良時天候不良時天候不良時天候不良時、、、、年末年始年末年始年末年始年末年始、、、、及及及及びびびび春春春春、、、、夏夏夏夏にににに練習休練習休練習休練習休みをみをみをみを

　　　　　　　　　　　　設設設設けることがあるけることがあるけることがあるけることがある。）。）。）。） 第第第第11111111条条条条（（（（幹事会幹事会幹事会幹事会））））

　　　　２２２２．．．．練習試合練習試合練習試合練習試合およびおよびおよびおよび各種大会各種大会各種大会各種大会へのへのへのへの参加参加参加参加。（。（。（。（このこのこのこの場合場合場合場合、、、、午前中午前中午前中午前中だけにだけにだけにだけに限限限限らないらないらないらない）））） 　　　　１１１１．．．．幹事会幹事会幹事会幹事会はははは、、、、役員役員役員役員によってによってによってによって構成構成構成構成するするするする。。。。

　　　　３３３３．．．．３３３３年生以上年生以上年生以上年生以上のののの生徒生徒生徒生徒によるによるによるによる合宿合宿合宿合宿（（（（低学年低学年低学年低学年のののの希望者希望者希望者希望者はははは条件条件条件条件をををを設設設設けたけたけたけた上上上上でででで参加参加参加参加をををを認認認認めることがあるめることがあるめることがあるめることがある）））） 　　　　２２２２．．．．幹事会幹事会幹事会幹事会はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして毎月毎月毎月毎月１１１１回回回回のののの定例会定例会定例会定例会のののの他他他他にににに、、、、幹事長幹事長幹事長幹事長がががが必要必要必要必要とととと認認認認めためためためた場合場合場合場合にににに適宜召集適宜召集適宜召集適宜召集するするするする。。。。

　　　　４４４４．．．．スクールスクールスクールスクール生生生生のののの母親母親母親母親をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして麻生麻生麻生麻生ラグビースクールラグビースクールラグビースクールラグビースクール「「「「レディース・クラブレディース・クラブレディース・クラブレディース・クラブ」」」」をををを組織組織組織組織するするするする。。。。 　　　　　　　　　　　　またはそのまたはそのまたはそのまたはその構成員構成員構成員構成員のののの２２２２分分分分のののの１１１１以上以上以上以上のののの要請要請要請要請があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。

　　　　　　　　　　　　またまたまたまた、、、、コーチのコーチのコーチのコーチの親睦親睦親睦親睦をををを図図図図るためのるためのるためのるための「「「「コーチソサイティコーチソサイティコーチソサイティコーチソサイティ」」」」をををを組織組織組織組織するするするする。。。。 　　　　　　　　　　　　幹事会幹事会幹事会幹事会のののの議長議長議長議長はははは、、、、幹事長幹事長幹事長幹事長がががが当当当当たるものとするたるものとするたるものとするたるものとする。。。。

　　　　　　　　　　　　ただしただしただしただし、、、、活動活動活動活動にににに関関関関するするするする一切一切一切一切のののの費用費用費用費用はははは個人負担個人負担個人負担個人負担とするとするとするとする。。。。 　　　　３３３３．．．．幹事会幹事会幹事会幹事会はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを審議審議審議審議しししし、、、、決定決定決定決定するするするする。。。。

　　　　５５５５．．．．小学部小学部小学部小学部はははは「「「「麻生麻生麻生麻生ラグビースクールラグビースクールラグビースクールラグビースクール」」」」としてとしてとしてとして県協会県協会県協会県協会にににに登録登録登録登録しししし活動活動活動活動をををを行行行行うううう。。。。 　　　　　　　　((((1111) ) ) ) 役員候補者役員候補者役員候補者役員候補者のののの推薦推薦推薦推薦。。。。

　　　　　　　　　　　　中学部中学部中学部中学部はははは「「「「神奈川神奈川神奈川神奈川ＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳラグビースクールラグビースクールラグビースクールラグビースクール」」」」としてとしてとしてとして県協会県協会県協会県協会にににに登録登録登録登録しししし活動活動活動活動をををを行行行行いいいい、、、、 　　　　　　　　((((2222) ) ) ) 練習練習練習練習、、、、試合試合試合試合、、、、およびおよびおよびおよび合宿合宿合宿合宿などになどになどになどに関関関関するするするする企画企画企画企画をををを含含含含むむむむ事業企画案事業企画案事業企画案事業企画案のののの作成作成作成作成。。。。

　　　　　　　　　　　　本校本校本校本校はそれをはそれをはそれをはそれを補助補助補助補助するするするする。。。。 　　　　　　　　((((3333) ) ) ) 予算案予算案予算案予算案のののの作成作成作成作成。。。。

　　　　６６６６．．．．そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業。。。。 　　　　　　　　((((4444) ) ) ) 本校則本校則本校則本校則のののの改正案改正案改正案改正案のののの作成作成作成作成。。。。

　　　　　　　　((((5555) ) ) ) 細則細則細則細則にににに規定規定規定規定されたされたされたされた事項事項事項事項をををを含含含含むむむむ、、、、そのそのそのその他他他他のののの必要事項必要事項必要事項必要事項。。。。

第第第第４４４４条条条条（（（（入校資格入校資格入校資格入校資格およびおよびおよびおよび入校申込入校申込入校申込入校申込みみみみ））））

　　　　１１１１．．．．本校本校本校本校のののの生徒生徒生徒生徒となりうるとなりうるとなりうるとなりうる者者者者はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして麻生区近郊麻生区近郊麻生区近郊麻生区近郊にににに居住居住居住居住するするするする幼稚園年中幼稚園年中幼稚園年中幼稚園年中よりよりよりより中学生中学生中学生中学生までのまでのまでのまでの 第第第第12121212条条条条（（（（会議会議会議会議のののの定足数定足数定足数定足数とととと議決議決議決議決））））

　　　　　　　　　　　　児童児童児童児童とするとするとするとする。。。。 　　　　１１１１．．．．総会総会総会総会はははは、、、、会員会員会員会員のののの３３３３分分分分のののの１１１１以上以上以上以上のののの出席出席出席出席でででで成立成立成立成立しししし、、、、幹事会幹事会幹事会幹事会はははは、、、、構成員構成員構成員構成員のののの２２２２分分分分のののの１１１１以上以上以上以上のののの出席出席出席出席でででで成立成立成立成立するするするする

　　　　２２２２．．．．本校本校本校本校にににに入校入校入校入校をををを希望希望希望希望するするするする者者者者はははは、、、、本校所定本校所定本校所定本校所定のののの申込申込申込申込みみみみ書書書書およびおよびおよびおよび健康調査書健康調査書健康調査書健康調査書にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をををを記入記入記入記入しししし、、、、 　　　　　　　　　　　　両会議両会議両会議両会議ともともともとも、、、、議事議事議事議事はははは出席者出席者出席者出席者のののの過半数過半数過半数過半数によってによってによってによって決定決定決定決定するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、役員役員役員役員たるたるたるたる地位地位地位地位のののの喪失喪失喪失喪失およびおよびおよびおよび生徒生徒生徒生徒のののの

　　　　　　　　　　　　校長宛校長宛校長宛校長宛にににに申申申申しししし込込込込むものとするむものとするむものとするむものとする。。。。同時同時同時同時にににに入校金入校金入校金入校金はははは校費校費校費校費とととと共共共共にににに郵便局郵便局郵便局郵便局からからからから振振振振りりりり込込込込むものとするむものとするむものとするむものとする。。。。 　　　　　　　　　　　　退校等退校等退校等退校等をををを含含含含むむむむ人事人事人事人事についてはについてはについてはについては、、、、出席者出席者出席者出席者のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの多数多数多数多数によるによるによるによる議決議決議決議決をををを必要必要必要必要とするとするとするとする。。。。

　　　　２２２２．．．．本校生徒本校生徒本校生徒本校生徒のののの父母父母父母父母はははは、、、、総会総会総会総会にににに出席出席出席出席しししし、、、、意見意見意見意見をををを述述述述べることができるがべることができるがべることができるがべることができるが、、、、定足数定足数定足数定足数とととと議決権議決権議決権議決権についてはについてはについてはについては、、、、

第第第第５５５５条条条条（（（（役員役員役員役員）　）　）　）　本校本校本校本校にににに、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる役員役員役員役員をををを置置置置くくくくことができることができることができることができる。。。。 　　　　　　　　　　　　これをこれをこれをこれを１１１１人人人人とみなすとみなすとみなすとみなす。。。。

　　　　１１１１．．．．校長校長校長校長１１１１名名名名、、、、副校長副校長副校長副校長３３３３名名名名、、、、幹事長幹事長幹事長幹事長１１１１名名名名、、、、副幹事長副幹事長副幹事長副幹事長３３３３名名名名。。。。

　　　　２２２２．．．．幹事幹事幹事幹事はははは、、、、グランドグランドグランドグランド、、、、指導指導指導指導、、、、渉外渉外渉外渉外、、、、会計会計会計会計、、、、庶務庶務庶務庶務、、、、記録記録記録記録、、、、用具用具用具用具、、、、連絡連絡連絡連絡、、、、広報担当広報担当広報担当広報担当、、、、 第第第第13131313条条条条（（（（運営費運営費運営費運営費およびおよびおよびおよび会計年度会計年度会計年度会計年度））））

　　　　　　　　　　　　チーム・ドクターチーム・ドクターチーム・ドクターチーム・ドクター、、、、諮問委員及諮問委員及諮問委員及諮問委員及びコーチでびコーチでびコーチでびコーチで構成構成構成構成するするするする。。。。 　　　　１１１１、、、、本校本校本校本校のののの運営費運営費運営費運営費はははは、、、、入校金入校金入校金入校金、、、、校費校費校費校費、、、、合宿費合宿費合宿費合宿費およびおよびおよびおよび寄附金寄附金寄附金寄附金をもってをもってをもってをもって、、、、これにこれにこれにこれに当当当当てるてるてるてる。。。。

　　　　３３３３．．．．監事監事監事監事２２２２名名名名。。。。 　　　　２２２２．．．．入校金入校金入校金入校金はははは、、、、1111,,,,000000000000円円円円、、、、校費校費校費校費はははは、、、、１１１１ヵヵヵヵ月 月 月 月 1111,,,,500500500500円円円円とするとするとするとする。。。。

　　　　４４４４．．．．校長校長校長校長はははは神奈川神奈川神奈川神奈川ＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳラグビースクールのラグビースクールのラグビースクールのラグビースクールの顧問顧問顧問顧問にににに就任就任就任就任するするするする。。。。 　　　　３３３３．．．．校費校費校費校費はははは、、、、３３３３ヵヵヵヵ月分月分月分月分をををを４４４４月月月月、、、、７７７７月月月月、、、、10101010月月月月およびおよびおよびおよび１１１１月月月月のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ10101010日日日日までにまでにまでにまでに納入納入納入納入するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

　　　　４４４４．．．．入校希望者入校希望者入校希望者入校希望者はははは、、、、入校時入校時入校時入校時にににに入校金入校金入校金入校金とととと次回次回次回次回のののの校費納入前月校費納入前月校費納入前月校費納入前月までのまでのまでのまでの校費校費校費校費をををを納入納入納入納入するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

第第第第６６６６条条条条（（（（役員役員役員役員のののの選出選出選出選出）））） 　　　　５５５５．．．．納入納入納入納入されたされたされたされた入校金入校金入校金入校金およびおよびおよびおよび校費校費校費校費のののの返却返却返却返却にはにはにはには応応応応じないじないじないじない。。。。

　　　　１１１１．．．．コーチをコーチをコーチをコーチを除除除除くくくく役員役員役員役員はははは、、、、総会総会総会総会においてにおいてにおいてにおいて選出選出選出選出するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。 　　　　６６６６．．．．本校本校本校本校のののの会計会計会計会計およびおよびおよびおよび執行年度執行年度執行年度執行年度はははは、、、、毎年毎年毎年毎年４４４４月月月月１１１１日日日日よりよりよりより翌年翌年翌年翌年３３３３月月月月31313131日日日日までとするまでとするまでとするまでとする。。。。

　　　　２２２２．．．．コーチはコーチはコーチはコーチは、、、、幹事会幹事会幹事会幹事会のののの同意同意同意同意をををを得得得得てててて、、、、校長校長校長校長がががが委嘱委嘱委嘱委嘱するするするする。。。。

　　　　３３３３．．．．中学部中学部中学部中学部コーチはコーチはコーチはコーチは神奈川神奈川神奈川神奈川ＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳラグビースクールのコーチ・ラグビースクールのコーチ・ラグビースクールのコーチ・ラグビースクールのコーチ・役員役員役員役員にににに就任就任就任就任するするするする。。。。

第第第第14141414条条条条（（（（退校退校退校退校））））

第第第第７７７７条条条条（（（（役員役員役員役員のののの任務任務任務任務）））） 　　　　１１１１．．．．著著著著しくしくしくしく校則校則校則校則にににに反反反反するするするする行為行為行為行為があったがあったがあったがあった場合場合場合場合もしくはもしくはもしくはもしくは本校本校本校本校のののの運営運営運営運営のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに著著著著しくしくしくしく反反反反するするするする行為行為行為行為があったがあったがあったがあった

　　　　１１１１．．．．校長校長校長校長はははは、、、、本校本校本校本校をををを代表代表代表代表しししし、、、、幹事会幹事会幹事会幹事会のののの決定決定決定決定にににに従従従従ってってってって校務校務校務校務をををを統轄統轄統轄統轄するするするする。。。。 　　　　　　　　　　　　場合場合場合場合はははは、 、 、 、 幹事会幹事会幹事会幹事会のののの議議議議にににに基基基基づいてづいてづいてづいて退校退校退校退校させることができるさせることができるさせることができるさせることができる。 。 。 。 

　　　　　　　　　　　　またまたまたまた神奈川神奈川神奈川神奈川ＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳＤＡＧＳラグビースクールのラグビースクールのラグビースクールのラグビースクールの顧問顧問顧問顧問としてとしてとしてとして中学部中学部中学部中学部のののの運営運営運営運営にににに関与関与関与関与するするするする。。。。 　　　　２２２２．．．．前項前項前項前項のののの場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、本校本校本校本校からのからのからのからの退校退校退校退校をををを希望希望希望希望するするするする者者者者はははは、、、、保護者保護者保護者保護者をををを通通通通じてじてじてじて校長校長校長校長にににに申申申申しししし出出出出るものとするるものとするるものとするるものとする。。。。

　　　　２２２２．．．．副校長副校長副校長副校長はははは、、、、校長校長校長校長をををを補佐補佐補佐補佐しししし、、、、校長校長校長校長のののの事故事故事故事故ありたるときはありたるときはありたるときはありたるときは、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを代行代行代行代行するするするする。。。。

　　　　３３３３．．．．幹事長幹事長幹事長幹事長はははは、、、、監事監事監事監事およびそのおよびそのおよびそのおよびその他他他他のののの役員役員役員役員のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、本校本校本校本校のののの運営運営運営運営にににに必要必要必要必要なななな事項事項事項事項をををを処理処理処理処理するするするする。。。。 第第第第15151515条条条条（（（（細則細則細則細則））））

　　　　４４４４．．．．副幹事長副幹事長副幹事長副幹事長はははは、、、、幹事長幹事長幹事長幹事長をををを補佐補佐補佐補佐しししし、、、、幹事長幹事長幹事長幹事長のののの事故事故事故事故ありたるときはありたるときはありたるときはありたるときは、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを代行代行代行代行するするするする。。。。 　　　　事業事業事業事業をををを遂行遂行遂行遂行しししし、、、、校務校務校務校務をををを処理処理処理処理するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな細則細則細則細則はははは、、、、幹事会幹事会幹事会幹事会のののの議議議議にににに基基基基づいてづいてづいてづいて別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。

　　　　５５５５．．．．コーチはコーチはコーチはコーチは、、、、校長校長校長校長のののの命命命命をををを受受受受けけけけ、、、、生徒生徒生徒生徒のののの指導指導指導指導にににに当当当当たるたるたるたる。。。。

　　　　６６６６．．．．監事監事監事監事はははは、、、、会計会計会計会計をををを監査監査監査監査しししし、、、、定期総会定期総会定期総会定期総会にそのにそのにそのにその結果結果結果結果をををを報告報告報告報告するするするする。。。。 附則附則附則附則　　　　このこのこのこの校則校則校則校則はははは改正改正改正改正日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

　　　　７７７７．．．．諮問委員諮問委員諮問委員諮問委員はははは校長校長校長校長のののの諮問諮問諮問諮問をををを受受受受けけけけ活動活動活動活動するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。 以上以上以上以上

第第第第８８８８条条条条（（（（役員役員役員役員のののの任期任期任期任期）））） 設立日設立日設立日設立日　　　　昭和昭和昭和昭和54545454年 年 年 年 4444月 月 月 月 8888日日日日

　　　　１１１１．．．．役員役員役員役員のののの任期任期任期任期はははは、、、、１１１１年間年間年間年間とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、再任再任再任再任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。 改正改正改正改正　　　　　　　　昭和昭和昭和昭和63636363年 年 年 年 5555月月月月15151515日日日日

　　　　２２２２．．．．補欠補欠補欠補欠によるによるによるによる役員役員役員役員のののの任期任期任期任期はははは、、、、前任者前任者前任者前任者のののの残任期間残任期間残任期間残任期間とするとするとするとする。。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　平成 平成 平成 平成 1111年 年 年 年 5555月月月月14141414日日日日

　　　　　　　　　　　　　　　　平成 平成 平成 平成 2222年 年 年 年 5555月月月月13131313日日日日

第第第第９９９９条条条条（（（（名誉校長名誉校長名誉校長名誉校長、、、、コーチコーチコーチコーチＯＢ）ＯＢ）ＯＢ）ＯＢ） 　　　　　　　　　　　　　　　　平成 平成 平成 平成 3333年 年 年 年 5555月月月月12121212日日日日

　　　　１１１１．．．．本校本校本校本校にににに、、、、総会総会総会総会のののの議議議議をををを経経経経てててて名誉校長名誉校長名誉校長名誉校長をおくことができるをおくことができるをおくことができるをおくことができる。。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　平成 平成 平成 平成 4444年 年 年 年 5555月 月 月 月 2222日日日日

　　　　２２２２．．．．コーチコーチコーチコーチＯＢＯＢＯＢＯＢはははは、、、、会会会会にににに参加参加参加参加できるできるできるできる。。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　平成 平成 平成 平成 5555年 年 年 年 4444月月月月18181818日日日日

　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成10101010年 年 年 年 4444月月月月26262626日日日日

第第第第10101010条条条条（（（（総会総会総会総会）））） 　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成14141414年 年 年 年 4444月月月月13131313日日日日

　　　　１１１１．．．．総会総会総会総会はははは、、、、役員役員役員役員およびおよびおよびおよび本校生徒本校生徒本校生徒本校生徒のののの保護者保護者保護者保護者によってによってによってによって構成構成構成構成するするするする。。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成16161616年 年 年 年 4444月月月月18181818日日日日（（（（副校長副校長副校長副校長２２２２名名名名からからからから３３３３名名名名、、、、監事監事監事監事１１１１名名名名からからからから２２２２名名名名））））

　　　　２２２２．．．．総会総会総会総会のののの召集召集召集召集はははは、、、、校長校長校長校長がががが行行行行いいいい、、、、そのそのそのその議長議長議長議長はははは校長校長校長校長がががが当当当当たるものとするたるものとするたるものとするたるものとする。。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成17171717年 年 年 年 4444月月月月17171717日日日日（（（（第第第第14141414条退校条退校条退校条退校））））

　　　　３３３３．．．．定期総会定期総会定期総会定期総会はははは、、、、毎年度毎年度毎年度毎年度１１１１回開催回開催回開催回開催しししし、、、、臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会はははは、、、、校長校長校長校長もしくはもしくはもしくはもしくは幹事会幹事会幹事会幹事会がががが必要必要必要必要とととと認認認認めたときめたときめたときめたとき、、、、 　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成18181818年 年 年 年 4444月月月月16161616日日日日（（（（第第第第3333条条条条レディース・クラブレディース・クラブレディース・クラブレディース・クラブ設立設立設立設立））））

　　　　　　　　　　　　またはまたはまたはまたは、、、、会員会員会員会員のののの３３３３分分分分のののの１１１１以上以上以上以上のののの要請要請要請要請があるがあるがあるがある場合場合場合場合にににに開催開催開催開催するするするする。。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成23232323年 年 年 年 4444月月月月17171717日日日日（（（（第第第第3333条条条条のののの県協会登録及県協会登録及県協会登録及県協会登録及びびびび第第第第5555､､､､6666､､､､７７７７条条条条のののの中学部中学部中学部中学部にににに関関関関するするするする事項事項事項事項をををを追加追加追加追加））））

　　　　　　　　　　　　　　　　平成平成平成平成25252525年 年 年 年 4444月月月月14141414日日日日（（（（第第第第3333条条条条コーチソサイティコーチソサイティコーチソサイティコーチソサイティ設立設立設立設立、、、、副幹事長副幹事長副幹事長副幹事長２２２２名名名名からからからから３３３３名名名名））））  



平成２４年度 事業報告 

平成 25年 4 月 14 日 

 小学の部 中学の部（ＤＡＧＳ） 

平成 24年 4 月 

始業式  練習開始（4/1） 

海老名ＲＳ合流練習（4/15） 

総会・母の会・懇親会（4/15） 

日大ラグビーフェスタ（4/29） 

始業式  練習開始（4/1） 

 

総会・懇親会（4/15） 

新人戦(4/30～)  

5 月 

県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾀ 3 年生(5/5)保土ヶ谷 G 

父母懇親運動会、ﾘｻｲｸﾙ（5/13） 

父母会・コーチ会（学年毎） 

県春季交流大会（5/27）中野Ｇ 

低学年大和合同練習（5/27）日大Ｇ 

県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾀ(5/5)保土ヶ谷 G 

新人戦 

タックル安全講習会 

6 月 

ﾐﾙｷｰ大会（6/3）新横浜Ｇ雨天中止 

コーチ研修会(6/9) 雨天中止 

合宿説明会（合宿参加者）(6/10) 

ﾘｺｰﾗｸﾞﾋﾞｰ教室低学年(6/10)  

多摩市ラグビー祭り(6/24)多摩陸上 

コーチ研修会(未定) 

各高校ラグビー祭 

（法政二 6/17、桐蔭 6/24） 

（東海大相模 6/17、青学 6/30、 

東京高校 7/15） 

7 月 

ﾘｺｰﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾀｶｯﾌﾟ戦(7/8)砧Ｇ 

コーチ研修会（7/7） 

夏合宿（菅平高原 7/13～16） 

夏合宿打ち上げ、反省会(7/22) 

コーチ研修会（未定）横浜市民大会 7/1 

懇親会(コーチ＆父母) 

夏合宿（菅平高原 7/27～30） 

8 月 

夏休み（8/5、12） 

夏季指導者研修会（8/12）海老名陸上 

秋季練習開始（8/19） 

5･6 年生ミニ合宿(8/25･26) 

夏休み（8/5、12） 

秋季練習開始（8/19） 

ミニ合宿(8/25･26) 

9 月 

コーチ研修会(中止) 

神奈川県秋季交流大会(9/17)日大Ｇ 

藤沢市市民大会(9/9) 

コーチ研修会(未定) 

神奈川県大会 

10 月 

神奈川県大会 

ミルキーフェスタ(10/8)保土ヶ谷 

神奈川県大会 

11 月 

神奈川県大会 

日大：法大戦応援(11/25)秩父宮Ｇ 

大和ｷﾝﾀﾞｰｶｯﾌﾟ(11/4) 

神奈川県大会 

東日本中学大会 

東西対抗戦（三ッ沢）県大会打上 

12 月 

県協会ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ運動会(12/9)ﾊﾏｽﾀ 

納会（12/23） 冬休み（12/30） 

県協会ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ運動会（12/9） 

納会（12/16）ｸﾞﾘｰﾝ RS 餅つき大会 

冬休み（12/23,30） 

全国ｼﾞｭﾆｱ選手権大会（花園）木下君 

平成 25年 1 月 

ＤＡＧＳ説明会、新年会(1/5) 

餅つき大会（1/6）黒川青少年 

多摩市市民大会５年生(1/27)多摩陸上 

新年会(1/5) 

餅つき大会（1/6）黒川青少年 

2 月 ﾐﾆﾌｧｲﾅﾙｶｯﾌﾟ６年生(2/16,17) 新人交流大会 

3 月 

多摩指導者交流大会（3/3）個人参加 

藤沢ＲＳ定期戦(3/10)秋葉台Ｇ 

大和ＲＳ定期戦(3/17)日大Ｇ 

 

卒業式（3/24） 

卒業試合 

ＤＡＧＳ卒業式(3/10) 

東日本Ｕ１５大会 

神奈川選抜群馬との試合（3/24 予定） 

卒業式（3/24） 

尚、土曜日の自由練習は１９回実施 

 



 

 

 

 



2013/4/14

役員

校長 　三浦  幸宏

副校長 　重住　英彰(統括　古田　十（小学）　小坂　頼史(中学)

幹事長 　加賀    司

副幹事長 熊谷熊谷熊谷熊谷　　　　知知知知((((小学小学小学小学)))) 小作小作小作小作　　　　紀昭紀昭紀昭紀昭((((中学中学中学中学))))　牧野　義之(小学)

会計監査 ※※※※太田太田太田太田　　　　昌彦昌彦昌彦昌彦 ☆☆☆☆横尾横尾横尾横尾　　　　英毅英毅英毅英毅

県RS評議委員会(ARS兼任) 　チーフ 　サブチーフ 　高学年 　中学年 　低学年 ジュニア

（評議委員） 三浦　幸宏 古田　　十 小坂　頼史

（競技委員） 山中　淳朗 田口　幸吉 （田口　幸吉） 芝田芝田芝田芝田　　　　知幸知幸知幸知幸 斎藤斎藤斎藤斎藤　　　　秀樹秀樹秀樹秀樹 小坂小坂小坂小坂　　　　頼史頼史頼史頼史

（レフリー委員）小・中 山本　慎一 大森　　昇 清水清水清水清水　　　　賢一賢一賢一賢一 飯島　盛二 菅田菅田菅田菅田　　　　光平光平光平光平 大森　　昇

（コーチ委員）小・中 重住重住重住重住　　　　英彰英彰英彰英彰 川原川原川原川原　　　　　　　　篤篤篤篤 上田上田上田上田　　　　博朗博朗博朗博朗 野田野田野田野田　　　　卓人卓人卓人卓人 千秋千秋千秋千秋　　　　杉雄杉雄杉雄杉雄 大森　　昇

（事業委員） 小山田小山田小山田小山田　　　　俊宏俊宏俊宏俊宏 小作　紀昭 米元米元米元米元　　　　勇一郎勇一郎勇一郎勇一郎 津国津国津国津国　　　　秀一秀一秀一秀一 角田角田角田角田　　　　浩史浩史浩史浩史 （小作　紀昭）

（広報・普及委員） 宮澤宮澤宮澤宮澤　　　　秀毅秀毅秀毅秀毅 熊谷　　知 室井　秀夫 井上井上井上井上　　　　正敏正敏正敏正敏 吉田吉田吉田吉田　　　　大輔大輔大輔大輔 三沢三沢三沢三沢　　　　　　　　洋洋洋洋

（安全対策委員） 武井　智之 川原　　篤 外岡外岡外岡外岡　　　　幸隆幸隆幸隆幸隆 野村野村野村野村　　　　文雄文雄文雄文雄 牧野牧野牧野牧野　　　　義之義之義之義之 教村教村教村教村　　　　政司政司政司政司

（女子委員） 小坂　頼史 濱田濱田濱田濱田　　　　正行正行正行正行 太田太田太田太田　　　　昌彦昌彦昌彦昌彦

チームドクター 川口  文夫 　

合宿 重住　英彰 加賀　　司 曽我曽我曽我曽我・・・・山本山本山本山本 濱田濱田濱田濱田・・・・伊藤伊藤伊藤伊藤 小坂　頼史

技術指導 米元米元米元米元　　　　勇一郎勇一郎勇一郎勇一郎 東海林東海林東海林東海林　　　　謙二謙二謙二謙二 上田上田上田上田・・・・古田古田古田古田 野田野田野田野田・・・・武井武井武井武井 大坪・原田一原田一原田一原田一・太田 小坂小坂小坂小坂・・・・大森大森大森大森

用具 亀田亀田亀田亀田　　　　直幹直幹直幹直幹 清水清水清水清水　　　　賢一賢一賢一賢一 宮内・(清水) 斎川・野村 原田一原田一原田一原田一・・・・田中田中田中田中・・・・横尾横尾横尾横尾 小作小作小作小作　　　　紀昭紀昭紀昭紀昭

ユニフォーム管理 小坂　頼史

庶務（保険・入校手続） 牧野　義之 加賀司・熊谷知熊谷知熊谷知熊谷知 曽我・山本 濱田・伊藤 大坪・原田治・河合 小作小作小作小作　　　　紀昭紀昭紀昭紀昭

記録（議事録、試合結果） 外岡　幸隆 井上　正敏 曽我・山本 濱田・伊藤 大坪・原田治・河合 小作小作小作小作　　　　紀昭紀昭紀昭紀昭

編集（リトルラガーメン） 毛利　昌康 野田　卓人 菅原・猪越猪越猪越猪越 木下・津国 實方實方實方實方・・・・田中田中田中田中・吉田 三沢三沢三沢三沢　　　　　　　　洋洋洋洋

広報（募集） 大原　広生 金　　聖雄 宮内宮内宮内宮内　　　　伸也伸也伸也伸也 津国津国津国津国　　　　秀一秀一秀一秀一 斎藤斎藤斎藤斎藤　　　　秀樹秀樹秀樹秀樹

広報（ホームページ） 宮澤宮澤宮澤宮澤　　　　秀毅秀毅秀毅秀毅 金　　聖雄

忘れ物 熊谷熊谷熊谷熊谷　　　　　　　　知知知知 古田古田古田古田　　　　　　　　十十十十 曽我曽我曽我曽我・・・・山本山本山本山本 濱田濱田濱田濱田・・・・伊藤伊藤伊藤伊藤 大坪大坪大坪大坪・・・・原田治原田治原田治原田治・・・・河合河合河合河合

グランド予約 日大G：古田　十 商船G：森賀 一介

麻生市民会館予約 加賀　　司 熊谷熊谷熊谷熊谷　　　　　　　　知知知知

運動会・ﾘｻｲｸﾙ(４年母担当 濱田濱田濱田濱田　　　　正行正行正行正行 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　信一信一信一信一

日大ﾌｪｽﾀ＆対外試合関係 小山田小山田小山田小山田　　　　俊宏俊宏俊宏俊宏 小作　紀昭

３５周年記念準備委員 小山田小山田小山田小山田　　　　俊宏俊宏俊宏俊宏 小作小作小作小作　　　　紀昭紀昭紀昭紀昭 曽我曽我曽我曽我　　　　浩浩浩浩 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　信一信一信一信一 菅田菅田菅田菅田　　　　光平光平光平光平 山中山中山中山中　　　　淳朗淳朗淳朗淳朗

ｸﾞｯｽﾞｸﾞｯｽﾞｸﾞｯｽﾞｸﾞｯｽﾞ：：：：山中山中山中山中 　　　　記念誌記念誌記念誌記念誌：：：：毛利毛利毛利毛利、、、、野田野田野田野田、、、、宮澤宮澤宮澤宮澤、、、、金金金金 　　　　父母担当父母担当父母担当父母担当：：：：斎川斎川斎川斎川、、、、太田太田太田太田、、、、熊谷熊谷熊谷熊谷

ＯＢ連絡委員

会計（５年父母） 　　　　角田角田角田角田　　　　美恵美恵美恵美恵 　　　　児玉児玉児玉児玉　　　　さえさえさえさえ

母の会(５年母) 　　　　原田原田原田原田　　　　芳芳芳芳 　　　　熊谷熊谷熊谷熊谷　　　　夕香子夕香子夕香子夕香子 　　　　小坂小坂小坂小坂　　　　章子章子章子章子 　　　　野田野田野田野田　　　　朋見朋見朋見朋見

運動会ﾘｻｲｸﾙ(４年父母) 　　　　熊谷熊谷熊谷熊谷　　　　夕香子夕香子夕香子夕香子

日大ﾌｪｽﾀ（全学年父母選抜）

合宿（５年父母） 　　　　野村野村野村野村　　　　珠代珠代珠代珠代 　　　　飯島飯島飯島飯島　　　　恭子恭子恭子恭子 　　　　芝田芝田芝田芝田　　　　みさみさみさみさ子子子子 　　　　上田上田上田上田　　　　佳連佳連佳連佳連 　　　　横尾横尾横尾横尾　　　　美紀美紀美紀美紀 　　　　宮坂宮坂宮坂宮坂　　　　淑恵淑恵淑恵淑恵

　　　　太田太田太田太田　　　　美和美和美和美和 　　　　本田本田本田本田　　　　加代子加代子加代子加代子 　　　　阿部阿部阿部阿部　　　　美紀美紀美紀美紀 　　　　萬場萬場萬場萬場　　　　恵子恵子恵子恵子 　　　　山内山内山内山内　　　　江里子江里子江里子江里子

餅つき大会(６年父母担当)

卒業式(５年父母担当) 　　　　原田原田原田原田　　　　芳芳芳芳 　　　　熊谷熊谷熊谷熊谷　　　　夕香子夕香子夕香子夕香子 　　　　小坂小坂小坂小坂　　　　章子章子章子章子 　　　　野田野田野田野田　　　　朋見朋見朋見朋見

平成平成平成平成２５２５２５２５年度役員人事年度役員人事年度役員人事年度役員人事（（（（案案案案））））

　　　三浦　幸宏（在庫のみ管理）、オレンジジャージ（曽我）

　佐藤  満弘、三浦　幸宏、湊   洋二、田口  幸吉、清水  賢一、藤田　茂雄、古田　十、重住　英彰、

　小松　正巳、牛山　健太郎、加賀　司、、、、小作小作小作小作　　　　紀昭紀昭紀昭紀昭

役員名　注記　※はチーフ、☆はサブ　（　）は兼務、強調斜強調斜強調斜強調斜めは新任

熊谷　　知

(濱田　正行)　

 



平成２５年度 事業計画 

平成 25年 4 月 14 日 

 小学の部 中学の部（ＤＡＧＳ） 

平成 25年 4 月 

始業式  練習開始（4/7） 

総会・母の会・懇親会（4/14） 

日大ラグビーフェスタ（4/29） 

始業式  練習開始（4/7） 

総会・懇親会（4/14） 

新人戦(4/28～)  

5 月 

県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾀ 3 年生(5/5)保土ヶ谷 G 

父母懇親運動会、ﾘｻｲｸﾙ（5/12） 

父母会・コーチ会（学年毎） 

県春季交流大会（5/26 予定） 

 

県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾀ(5/5)保土ヶ谷 G 

新人戦 

タックル安全講習会 

熱中症対策講習会 

6 月 

ﾐﾙｷｰ大会（6/2 予定）新横浜Ｇ 

コーチ研修会(6/8)  

合宿説明会（合宿参加者）(6/9 予定) 

ﾘｺｰﾗｸﾞﾋﾞｰ教室低学年(6/16 予定) 

コーチ研修会(未定) 

各高校ラグビー祭 

（法政二 6/2、桐蔭 6/23 予定） 

（東海大相模 6/16、青学 6/30 予定 

東京高校 7/14 予定） 

7 月 

ﾘｺｰﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾀｶｯﾌﾟ戦(7/7 予定) 

コーチ研修会（7/6） 

夏合宿（菅平高原 7/12～15） 

夏合宿打ち上げ、反省会(7/21) 

横浜市民大会（7/7 予定） 

懇親会(コーチ＆父母) 

夏合宿（菅平高原 7/26～29） 

8 月 

夏休み（8/4、11） 

夏季指導者研修会（8/4） 

秋季練習開始（8/18） 

5･6 年生ミニ合宿(8/31､9/1 予定) 

夏休み（8/4、11） 

秋季練習開始（8/18） 

ミニ合宿(8/24･25) 

9 月 

コーチ研修会(未定) 

県秋季交流大会(9/15 予定)日大Ｇ 

藤沢市市民大会(9/8) 

コーチ研修会(未定) 

神奈川県大会 

10 月 

神奈川県大会 

ﾐﾙｷｰﾌｪｽﾀ(10/14 予定)保土ヶ谷 

神奈川県大会 

11 月 

神奈川県大会 

低学年秋季交流大会(未定) 

大和ｷﾝﾀﾞｰｶｯﾌﾟ(11/3 予定) 

神奈川県大会 

東日本中学大会 

東西対抗戦（三ッ沢）県大会打上 

12 月 

県協会ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ運動会（12/15 予定） 

納会（12/22） 冬休み（12/29） 

県協会ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ運動会（12/15 予定） 

納会（12/15）ｸﾞﾘｰﾝ RS 餅つき大会 

冬休み（12/29） 

平成 26年 1 月 

ＤＡＧＳ説明会、新年会(1/4) 

餅つき大会（1/5）黒川青少年 

全国ジュニア選手権大会（花園） 

新年会(1/4) 

餅つき大会（1/5）黒川青少年 

2 月 

多摩指導者交流大会（3/3 予定） 

ﾐﾆﾌｧｲﾅﾙｶｯﾌﾟ６年生(2/15,16) 

新人交流大会 

3 月 

藤沢ＲＳ定期戦(3/9 予定) 

大和ＲＳ定期戦(3/16 予定) 

 

 

３５周年記念式典（3/23） 

卒業式（3/30） 

卒業試合 

ＤＡＧＳ卒業式(3/9) 

東日本Ｕ１５大会 

神奈川選抜群馬との試合（3/23 予定） 

３５周年記念式典（3/23） 

卒業式（3/30） 



　　　麻生ラグビースクール　平成２４年度予算案

平成24年4月15日

項項項項　　　　　　　　目目目目 ＨＨＨＨ２３２３２３２３年度予算年度予算年度予算年度予算 ＨＨＨＨ２３２３２３２３年度決算年度決算年度決算年度決算 ＨＨＨＨ２４２４２４２４年度予算年度予算年度予算年度予算

前年度繰越 575,497 575,497 592,730

校費 2,412,000 2,302,500 2,412,000

入校費 20,000 21,000 20,000

ユニフォーム売上 150,000 186,500 150,000

夏合宿費 2,800,000 3,237,500 3,200,000

雑収入 0 13,469 0

入金入金入金入金のののの部部部部　　　　合合合合　　　　　　　　計計計計 5,957,4975,957,4975,957,4975,957,497 6,336,4666,336,4666,336,4666,336,466 6,374,7306,374,7306,374,7306,374,730

ラグビー協会会費 200,000 229,998 250,000

安全協会損害保険費 300,000 295,940 350,000

中学部経費 0 253,950 252,000 15,000×24人×0.7

交通費（遠征費含む） 400,000 252,290 300,000

交際費（慶弔費含む） 200,000 153,420 200,000

備品費 300,000 245,397 300,000

会議運営費 300,000 371,146 350,000

グランド使用料 100,000 72,408 100,000

連絡通信費 30,000 0 0

遠征費（中学選抜等） 120,000 45,000 120,000 花園出場を期待して

運動会費用等 50,000 72,100 80,000

日大ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾀ費用 200,000 162,626 200,000 600食分

もちつき大会費用 50,000 42,774 50,000

卒業式費用 60,000 50,150 60,000

卒業記念品費用 200,000 176,400 300,000 14人から24人に増加

広報印刷費 100,000 59,320 60,000

消耗品費 50,000 20,548 50,000

夏合宿費 2,600,000 2,865,999 2,900,000

雑費 50,000 37,600 50,000 2012.03.31時点

ユニフォーム購入費 300,000 236,670 0 本局分 97,466

３５周年積立 100,000 100,000 100,000 通帳分 420,001

予備費（次年度繰越） 247,497 592,730 302,730 現金 75,263

出金出金出金出金のののの部部部部　　　　合合合合　　　　　　　　計計計計 5,957,4975,957,4975,957,4975,957,497 6,336,4666,336,4666,336,4666,336,466 6,374,7306,374,7306,374,7306,374,730 合計 592,730

予算計上の考え方 35周年積立金 横浜銀行 866,873

１．備品購入としてＡＥＤ１個リース分含む。 総計 1,459,603

２．３５周年記念式典積立金は別通帳として横浜銀行に預金。

　　ただし予備費（次年度繰越金）が減少傾向にあるため昨年度同様に今年度も１０万円とする。

３．ユニホームは先期４０着購入分が完売したら以降はラグビー用品販売店シンコーからの直接購入とする。

４．出金の中学部経費は今までは小学部と中学部合わせて各種経費で支出していたが、

　　昨年度から一括して中学部の神奈川ＤＡＧＳへ経費として支出しているため、今年度より支出項目を新設した。

各種懇親会等の補助

124人×18,000円＋

20人×18,000円×0.5

20人分×1,000円

20人分×7,500円

保険料UP

 

 



2013.4.14現在

学年学年学年学年

①①①①生徒生徒生徒生徒

②②②②ｺｰﾁｺｰﾁｺｰﾁｺｰﾁ

①/②①/②①/②①/② ((((持持持持ちちちち上上上上がりがりがりがり)))) （（（（異動異動異動異動）））） ((((出席率低出席率低出席率低出席率低))))

中学 　　　　小坂小坂小坂小坂　　　　頼史頼史頼史頼史((((5555、、、、2222))))   教村  教村  教村  教村　　　　政司政司政司政司 R R R R 小作小作小作小作　　　　紀昭紀昭紀昭紀昭((((中中中中2222))))

36 　　　　三沢三沢三沢三沢　　　　洋洋洋洋((((中中中中3333)))) R R R R 大森大森大森大森　　　　昇昇昇昇((((中中中中1111････中中中中3333))))

5

7.2

６年 CCCC　　　　曽我曽我曽我曽我　　　　浩浩浩浩((((中中中中3333)))) RRRR　　　　小山田小山田小山田小山田　　　　俊宏俊宏俊宏俊宏((((中中中中3333))))   三浦  三浦  三浦  三浦　　　　幸宏幸宏幸宏幸宏

12     室井    室井    室井    室井　　　　秀夫秀夫秀夫秀夫((((中中中中3333))))

10 SR SR SR SR 外岡外岡外岡外岡　　　　幸隆幸隆幸隆幸隆 技 上田技 上田技 上田技 上田　　　　博朗博朗博朗博朗((((5555))))

技 米元技 米元技 米元技 米元　　　　勇一郎勇一郎勇一郎勇一郎((((5555))))

R  R  R  R  佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　満弘満弘満弘満弘

R  R  R  R  宮内宮内宮内宮内　　　　伸也伸也伸也伸也

1.2   　菅原  　菅原  　菅原  　菅原　　　　　　　　司司司司((((中中中中1111))))

５年 CR CR CR CR 山本山本山本山本　　　　慎一慎一慎一慎一((((中中中中2222)))) R  R  R  R  田口田口田口田口　　　　幸吉幸吉幸吉幸吉((((中中中中3333)))) R  R  R  R  山中山中山中山中　　　　淳郎淳郎淳郎淳郎((((中中中中2222))))    風間   風間   風間   風間　　　　麿麿麿麿

25   　矢部  　矢部  　矢部  　矢部　　　　孝徳孝徳孝徳孝徳 　　　　　　　　福田福田福田福田　　　　達達達達((((3333））））

9 SR    SR    SR    SR    清水清水清水清水　　　　賢一賢一賢一賢一 　　　　　　　　亀田亀田亀田亀田　　　　直幹直幹直幹直幹((((中中中中2222))))

2.8 SRSRSRSR技 古田技 古田技 古田技 古田　　　　　　　　十十十十((((6666))))   　猪腰  　猪腰  　猪腰  　猪腰　　　　咲太咲太咲太咲太

４年 CCCC　 　 　 　 濱田濱田濱田濱田　　　　正行正行正行正行((((中中中中1111))))     加賀    加賀    加賀    加賀　　　　　　　　司司司司  　 芝田 　 芝田 　 芝田 　 芝田　　　　知幸知幸知幸知幸((((5555・・・・3333)))) 　　　　田村田村田村田村　　　　駿介駿介駿介駿介

18  　 井上 　 井上 　 井上 　 井上　　　　正敏正敏正敏正敏((((中中中中1111)))) R  R  R  R  渡部渡部渡部渡部　　　　眞久眞久眞久眞久

9 SSSS　 　 　 　 斎川斎川斎川斎川　　　　宏宏宏宏((((5555････3333)))) RRRR技 飯島技 飯島技 飯島技 飯島　　　　盛二盛二盛二盛二((((5555))))

SSSS　 　 　 　 野田野田野田野田　　　　卓人卓人卓人卓人((((5555・・・・2222)))) RRRR技 木下技 木下技 木下技 木下　　　　義之義之義之義之

2.0

３年 CCCC　 　 　 　 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　信一信一信一信一((((中中中中1111))))  　金 　金 　金 　金　　　　聖雄聖雄聖雄聖雄((((2222)))) RRRR技  武井技  武井技  武井技  武井　　　　智之智之智之智之 R R R R 竹川竹川竹川竹川　　　　健次健次健次健次((((4444))))

15  　津国 　津国 　津国 　津国　　　　秀一秀一秀一秀一((((6666・・・・5555)))) R  R  R  R  重住重住重住重住　　　　英彰英彰英彰英彰 R R R R 川口川口川口川口　　　　文夫文夫文夫文夫

6 SSSS　 　 　 　 野村野村野村野村　　　　文雄文雄文雄文雄((((5555))))  　清水 　清水 　清水 　清水　　　　翔太翔太翔太翔太

2.5

２年 CRCRCRCR技 大坪技 大坪技 大坪技 大坪　　　　功功功功((((中中中中1111))))  　熊谷 　熊谷 　熊谷 　熊谷　　　　知知知知((((6666････5555))))  　毛利 　毛利 　毛利 　毛利　　　　昌康昌康昌康昌康 　　　　中西中西中西中西　　　　貢貢貢貢

11  　原田 　原田 　原田 　原田　　　　泰一泰一泰一泰一((((4444))))  　川原 　川原 　川原 　川原　　　　篤篤篤篤※※※※((((中中中中1111・・・・2222))))   松岡  松岡  松岡  松岡　　　　智智智智

7 SSSS　 　 　 　 大原大原大原大原　　　　広生広生広生広生※※※※((((2222))))  　實方 　實方 　實方 　實方　　　　恵太恵太恵太恵太((((3333))))

1.6

１年 R R R R 牛山健太郎牛山健太郎牛山健太郎牛山健太郎※※※※((((1111)))) 　　　　

5  　田中 　田中 　田中 　田中　　　　孝太郎孝太郎孝太郎孝太郎((((6666))))

4  　宮澤 　宮澤 　宮澤 　宮澤　　　　秀毅秀毅秀毅秀毅((((中中中中1111････4444)))) RRRR　　　　宇田宇田宇田宇田　　　　洸希洸希洸希洸希

1.3

幼稚園 R  R  R  R  牧野牧野牧野牧野　　　　義之義之義之義之  　横尾 　横尾 　横尾 　横尾　　　　英毅英毅英毅英毅((((5555))))

14  　千秋 　千秋 　千秋 　千秋　　　　杉雄杉雄杉雄杉雄※※※※((((5555････年長年長年長年長)))) R R R R 菅田菅田菅田菅田　　　　光平光平光平光平※※※※((((3333・・・・年長年長年長年長))))

12 SSSS技技技技　 　 　 　 太田太田太田太田　　　　昌彦昌彦昌彦昌彦((((5555))))  　斎藤 　斎藤 　斎藤 　斎藤　　　　秀樹秀樹秀樹秀樹((((6666))))    小松   小松   小松   小松　　　　正己正己正己正己

 　京屋 　京屋 　京屋 　京屋　　　　宣正宣正宣正宣正((((4444))))    角田   角田   角田   角田　　　　浩史浩史浩史浩史((((5555))))

 　吉田 　吉田 　吉田 　吉田　　　　大輔大輔大輔大輔((((5555・・・・年中年中年中年中))))  　東海林 　東海林 　東海林 　東海林　　　　謙二謙二謙二謙二((((年少年少年少年少))))

1.2

ｸﾗｯｼｬｰｽﾞ 　 　 　 　 川原川原川原川原　　　　篤篤篤篤((((兼務兼務兼務兼務)))) 　　　　清水清水清水清水　　　　賢一賢一賢一賢一((((兼務兼務兼務兼務)))) 　　　　川越川越川越川越　　　　義一義一義一義一

1

① 生徒数 136

② コーチ数 62 ｸﾗｯｼｬｰｽﾞ含まず、出席率の低いコーチ含まず

①/② 2.2 異動異動異動異動

注１．子供が居る学年を見るのは特別な事情のケースを除き２年生までとする 新任新任新任新任

注２．斜体太文字は新任を示す。

注３．（　）は子供の学年を示す。

注３．Cはチーフ、Sはサブチーフ、Ｒはレフリー、技は技術指導担当を示す。

斎藤　次雄

休校：森賀　一介、向野禎明、児玉　修、湊、藤田、矢野、大塚、菱田

チーフ・サブコーチチーフ・サブコーチチーフ・サブコーチチーフ・サブコーチ

氏名氏名氏名氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻生麻生麻生麻生ラグビースクールラグビースクールラグビースクールラグビースクール  平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度  コーチコーチコーチコーチ体制表体制表体制表体制表

退任コーチ(昨年末対比)

CRCRCRCR技 原田技 原田技 原田技 原田　　　　泰治泰治泰治泰治※※※※

((((5555････3333))))

CCCC　 　 　 　 河合河合河合河合　　　　淳一淳一淳一淳一((((2222････年年年年

長長長長))))

コーチコーチコーチコーチ氏名氏名氏名氏名

 



平成25年4月14日

　　　　個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて

プライバシーポリシー・・・個人情報について

■個人情報の取扱について 

　・麻生ラグビースクールの運営において、選手のプライバシーを尊重し、個人情報を慎重に取り扱い、

　　プライバシーの保護に努めております。 

　・お預かりした個人情報は、その利用目的の範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努め、適切な安全

　　管理措置を講じます。

　・スクール選手及び保護者の個人情報は、保護者の方のご同意をいただいた上で、適切に管理・運用

　　いたします。

　・個人情報取り扱い後、運営上不要な情報については速やかに削除をおこないます。

■個人情報の収集 

　・当スクールでは申込の際、それぞれの活動に必要となる個人情報(選手・保護者の名前、ご住所、

　　電話番号等)をご提供いただいております。

　　ご提供いただいた個人情報は適切かつ慎重に管理します。 

■個人情報の利用形態 

　・当スクールの運営に関する事項にのみ利用し、ご本人の同意なくして他の目的に流用する事は

　　ございません。

　・スクール活動を通して撮影された写真・動画などについては、今後のパンフレットやホームページ

　　の制作において利用させて頂く場合がございます。

　・当スクールからの連絡や学年間の連絡において、申込書の内容、及び、その変更連絡があった場合

　　変更情報などを基に、利用させて頂く場合があります。 

■個人情報の第三者への開示 

　個人情報は以下に該当する場合を除き第三者に開示することは一切ありません。

　・法令及び警察、裁判所等の公的機関からの開示の要求があった場合。

　・情報開示について、保護者の方に同意を頂いた場合。

　・当スクールホームページでの写真・動画

■著作権について

　・当スクールが発行する機関誌などの著作権は、当スクールに帰属します。

　　尚、写真や文章など個人で撮影または作成されたものはその著作権者に帰属します。

　・著作権法で認められている場合を除き、著作権者の許可なく文章や画像、データなどの一部または

　　全部を利用することは禁止いたします。

　・各新聞社・雑誌などから提供同意いただいた記事に関しては、それぞれの著作権により守られます。

■肖像権について

　・当スクールが主催する行事にて撮影された写真や映像などの肖像権は、当スクールに帰属します。

　　尚、スクールとして参加した行事の肖像権は主催者に帰属します。

■免責事項

　・当スクールにて扱う情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性及び

　　安全性を保証するものではありません。

　・当スクール利用者がホームページ等に掲載されている情報によって被った損害、損失に対して

　　一切の責任を負いません。

 

■プライバシーポリシーの改訂 

　当スクールでは、法令の変更等に伴い、当スクールプライバシーポリシーを変更することがあります。

　最新の情報は、当スクールホームページでご確認ください。

 










