
    横浜かもめスポーツクラブ　会則
   総　則 H28.04.01 改定

（名称および所在地）
第１条 このクラブは横浜かもめスポーツクラブ（以下クラブと称す）と称し、本部をクラブ会長宅

に置く。

　 （目的）
第２条 スポーツを通じて地域の青少年・社会人の親睦を図り、体力を鍛え、素直な人間性をつちかい、

将来より良い社会人になることおよび品位ある社会人として地域社会に貢献することを目的と
する。

（所属団体）
第３条 このクラブは総合型地域スポーツクラブ”横浜かもめａｎｉｍａクラブ”及び日本スポーツ少年団

に所属し、各種目の上部団体に登録する。

（入会資格）
第４条 次の項目を満たし、かつクラブが認めた場合にのみ入会を認める。

１，年齢は５才以上の青少年・社会人とする。
２，青少年は、保護者の承認を得ることのできる者。
　（但し特例を認める場合もある。役員会にて決定する。）

（クラブ員の義務）
第５条 クラブ員は次の項目を守る義務がある。

１，会費を納入すること。
２，クラブ主催の行事に参加すること。
３，会則を守ること。

（クラブ員の資格停止）
第６条 次に定める項目を怠った場合、役員会において決定する。

１，理由なく会費を収めない場合
２，クラブ主催の行事に無断欠席をした場合（1ヶ月以上）。
３，会則を守らないこと。

（入退会・休会手続き）
第７条 入会・退会および休会をする場合には、所定の手続きを経て、本部に届けを提出しなけれ

ばならない。（必ず保護者の同意を得ること。）

（活動）
第8条 クラブの主な活動は次の項目に定める。

１，各種のスポーツ活動
　　年間を通じてサッカー、バスケットを行い、その他の季節に応じたスポーツ活動
２，文化・レクリェーション活動
　　野外活動・地域活動
３，奉仕活動
　　地域施設の整備および清掃
４，教育・学習活動
　　クラブ員およびリーダー・指導者（役員）の研修・講習
５，他クラブとの交歓活動
　　県内および県外のクラブとの親善を深める。
６，その他目的に添った活動
　　第２条の活動で役員会などにて決定する。

（機関）
第９条 クラブに次の機関を置く。

１，総会
２，運営委員会
３，役員会

第１０条 総会は年１回５月に開き、会長が期日の５日前に議案を示して召集する。クラブ員（保護者）の
１／３以上の要求があった時および役員会が認めた場合は会長は臨時大会を開かねばならない。
　付託する事項は次の通りである。



（１）活動計画 （２）予算運用計画 （３）活動報告 （４）会計報告
（５）役員の選出 （６）会則の改正 （７）その他重要事項

第１１条 総会のクラブ員（保護者）の２／３以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要
とする。

第１２条 運営委員会は各部の部長および副部長をもって構成し、クラブ運営の決議執行機関である。必要
に応じて会長が召集する。（緊急事項の処理を含む）

第１３条 役員会は名誉会長を除くクラブ役員をもって構成し、クラブの運営面での補助的役員を満たすた
めの機関で必要に応じてクラブの会長が召集する。

（役員）
第１４条 クラブに次の役員をおく。

１，名誉会長 １名
２，顧　問 若干名
３，会　長 １名
４，副会長 ２名
５，理　事 若干名
６，会計監査 ２名

（役員）
第１５条 役員は次の分担により本会則および総会、役員会の議決を遂行する。

　 １，名誉会長 クラブの相談役とする。
２，顧　問 必要に応じてクラブに助言を行う。
３，会　長 クラブの代表者として全般を統括、対外折衝を行う。
４，副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
５，理　事

総務部 行事などの取りまとめおよび事務処理
厚生部 クラブの安全と事故の事務処理
備品部 備品、器具などの管理
経理部 会計業務全般および事務処理
広報部 諸活動の広報および宣伝活動
指導部 技術指導および生活指導全般
審判部 審判員の資質向上および資格取得にあたる
育成部 クラブ育成に関する業務（指導者・部員の父母をもって構成する）
青年部 中学生・高校生の指導にあたる
キッズ部 キッズの指導・育成にあたる
社会人部 社会人チームの統括・運営にあたる
シニア部 35歳以上の運動を目的とした集団の運営にあたる
女子部 女子の技術指導および生活指導全般

（任期）
第１６条 役員の任期は１年とし再任を妨げない。また、役員の欠員が生じた場合には、役員会

にてそれを処理する。

（会計）
第１７条 クラブの会計は、入会金・会費と寄付金その他の収入にてまかなう。会計年度は、４月より翌年

３月までとする。

（会費）
第１８条 会費は、入会金6,000円　小学生（3～6年生）月額6,000円、小学2年生以下は、4,000円、ｽｸｰﾙ生3,500円

LUNAクラス4,000円、幼稚園生は200円/1回、毎月会員の口座から引き落としする。幼稚園は現金で徴収
中学生・高校生リーダーは、年額1,000円、高校生・社会人は、月額5,000円とし、
シニア会員は、年会費6,500円を支払うものとする。
なお、兄弟・姉妹会員の弟・妹分については、払い込み会費の2割引とする。但し兄・姉が休会し弟・妹の会費
の月額が高くなった場合はその限りではない。
傷害保険料は、払い込み会費の中から支払うものとする。
休会者については、休部届け提出日の翌月から月額500円を毎月所定の口座から引落しする。

（予算および決算）
第１９条 年度の開始に先立ち役員は来年度の予算案を作成し、翌年度５月までに総会に於いて承認を得る。

また、決算については翌年度５月末までに決算を行い、会計監査人の承認を得て総会に報告する。

（事故）
第２０条 クラブ活動中における事故や怪我については、クラブが契約する傷害保険・賠償責任保険

に基づき、担当役員が処理する。
傷害保険・賠償責任保険の補償外の経費については、すべて個人負担とする。



（慶弔）
第２１条 慶弔に関する事項については、その都度役員会にて決定する。

（付則）
第２２条 運営上会則の適応されないものは、必要に応じて運営委員会で決定する。

この会則は、昭和５２年４月１日より施行する。

この会則は、昭和５９年３月改定、昭和５９年４月１日より施行する。

この会則は、昭和６３年３年改定、昭和６３年４月１日より施行する。

この会則は、平成５年３年改定、平成５年４月１日より施行する。

この会則は、平成６年３年改定、平成６年４月１日より施行する。

この会則は、平成１６年３月改定、平成１６年４月１日より施行する。

この会則は、平成１９年５月改定、平成１９年６月１日より施行する。

この会則は、平成２０年６月改定、平成２０年６月２日より施行する。

この会則は、平成２１年５月改定、平成２１年６月１日より施行する。

この会則は、平成２６年３月改定、平成２６年４月１日より施行する。

この会則は、平成２８年３月改定、平成２８年４月１日より施行する。

この会則は、令和２年３月改定、令和２年４月１日より施行する。



役 職 氏 名

【名誉会長】

【顧問】

【会長】 堤　文治

【副会長】 新倉　竜哉

田島　隆道

【理事】

総務部長 石原　史敬

経理部長 田島　洋子

厚生部長 高橋　一郎

広報部長 新倉　貫

備品部長 　有馬　伸彦　

指導部長 田島　隆道

審判部長 鈴木　理史

青年部長 磯部　匡

ｷｯｽﾞ部長 山本　耕一郎

育成部長 遠藤　康則

シニア部長 小田部　俊幸

女子部長 中島　昭

監事 望月　洋 小田部　俊幸

ＮＰＯ法人横浜かもめスポーツクラブ　役員名簿



年   月
１９７４ 年 ７月 クラブ創設
１９７５ 年 ８月 山中湖にて夏合宿開始
１９７６ 年 ８月 茨城県神栖町少年団との民泊交流開始
１９７７ 年 １月 茨城県波崎町にて冬合宿開始
１９７９ 年 ７月 横浜市スポーツ少年団サッカー大会  第３位入賞
１９８５ 年 １１月 横浜国際チビッ子サッカー大会  第４位入賞
１９８６ 年 ８月 創部十周年記念行事
１９８７ 年 １月 神奈川県スポーツ少年団本部より、

『優良スポーツ少年団』として表彰される。
１９８８ 年 ６月 全日本少年サッカー大会神奈川県大会   第３位入賞

７月 横浜市スポーツ少年団サッカー大会   第２位入賞
８月 関東団地少年サッカー大会   第２位入賞

１２月 横浜国際チビッ子サッカー大会　第４位入賞
１９８９ 年 ３月 横浜市社会人リーグ１部   優勝

８月 横浜市友好都市国際少年サッカー大会  出場
同上海市少年チーム民泊受け入れ

１２月 安藤為次教育記念財団より
『スポーツ活動奨励賞』を表彰される。

１９９０ 年 １１月 横浜国際チビッ子サッカー大会   優勝
１９９１ 年 ７月 横浜市スポーツ少年団サッカー大会   第４位入賞

８月 第１回横浜かもめー上海少年友好訪中団
上海市を訪問、友好交流を行う。

１１月 横浜国際チビッ子サッカー大会   第４位入賞
１９９３ 年 ３月 （財）日本体育協会  日本スポーツ少年団本部より

 創設三十周年記念『優秀少年団表彰』を表彰される。
７月 第２回横浜かもめー上海少年友好訪中団

横浜に招待、友好交流を行う。
１１月 神奈川県スポーツ少年団本部より、

創設三十周年記念『優秀少年団表彰』を表彰される。
同じく指導者８名表彰される。

１９９４ 年 ２月 神奈川県少年サッカー選手権大会   決勝大会進出
８月 クラブ創設２０周年    記念ＯＢ大会、記念誌発行

１９９５ 年 ３月 第３回横浜かもめー上海少年友好訪中団
上海市を訪問、友好交流を行う。

１９９６ 年 １１月 横浜国際チビッ子サッカー大会  Ｊｒの部  第３位入賞
１９９７ 年 ８月 第４回横浜かもめー上海少年友好訪中団

横浜に招待、友好交流を行う。
 １１月 横浜国際チビッ子サッカー大会  Ｊｒの部  第３位入賞

１９９９ 年 ８月 第５回横浜かもめー上海少年友好訪中団
上海市を訪問、友好交流を行う。

２０００ 年 ２月 第３回神奈川区少年サッカー選手権大会  第２位入賞
２００１ 年 ２月 第１回福島県熱塩加納村スポーツ少年団とのスキー交流会
２００２ 年 ３月 第６回横浜かもめー上海少年友好訪中団

横浜に招待、友好交流を行う。
２００２年 ８月 関東団地少年サッカー大会   第２位入賞
２００３年 ２月 (社)横浜サッカー協会より創部３０周年の感謝状と記念ボール授与

２月 第1回かもめ杯サッカー大会開始
２００９年 １月 NPO法人取得
２０１１年 ４月 堤会長ミズノスポーツメントール賞受賞
２０１４年 ８月 メトロポリタンカップ　第２位入賞
２０１４年 ８月 関東団地少年サッカー大会   第３位入賞
２０１４年 １１月 第４６回横浜国際チビッ子サッカー大会U8  第４位入賞
２０１５年 ３月 横浜マラソン給水所ボランティア開始
２０１６年 ８月 関東団地少年サッカー大会   初優勝
２０１８年 ８月 関東団地少年サッカー大会　準優勝

１１月 JFAリーグ　神奈川県中央大会進出　ベスト３２
２０１９年 １１月 第５１回横浜国際チビッ子サッカー大会U10-2  優勝

こ       と       が      ら

ク  ラ  ブ  の  歩  み



2020年度の大会・行事等は以下を予定しています。

【小学生・園児】
学 年

U12

U10・U8

U11・U9

U12

園児

U11

U10

U12・U10

U8

U12

U10・U8

U10

U12・U10

U12・U10

U11

U12

全学年

U11

以上の他、各種カップ戦・招待大会への参加、また、交流戦を適宜行います。

【シニア・社会人】
学 年

シニア

シニア

以上の他、各種カップ戦・招待大会への参加、また、交流戦を適宜行います。

【青年部】
対　象

6年生以上

5年生以上

5年生以上

高校生以上

5年生以上

5年生以上

受け入れ

【行事】
学　年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年・OB・シニア

全学年

【研修会】
対　象

指導者

指導者・シニア他

指導者

指導者

指導者

【スクール・平日練習】
スクール名

片倉北スクール

南神大寺スクール

三ツ沢小技術スクール

神大寺スクール

フットサルスクール

対象

技術講習会 随時

三ツ沢小体育館

会場

スポーツ少年団認定員資格取得講習会 9月～1月

曜日・時間

南神大寺小体育館

県指導者研究大会

木曜日18:00〜19:30 5・6年生 神大寺小体育館

月曜日15:30〜17:00 2年生以下

月曜日17:30〜19:00 3・4年生

水曜日18:00〜19:30 2年生以上

片倉北公園

神奈川県少年サッカー選手権大会　11人制 1月～2月

国際チビッ子サッカー大会

6・9・11・2月

関東団地少年サッカー大会　　　　　　　　　　　　　　 8月

第5回JFAU12サッカーリーグin神奈川（後期）
兼横浜国際チビッ子サッカー大会

かもめＮＥＷＹＥＡＲＣＵＰ（主催大会）　 1/4・5

8・9月

6月

1月3日

指導者講習会 随時

審判講習会 随時

卒団式

研　修　会　名 開　催　月

初蹴り大会

リーダー会総会　

行　事　名 開　催　月

冬季合宿（2泊3日） 12月27日～29日

もちつき大会 1月26日

親子スポーツ・レクレーション大会 6月

体力測定

全国スポーツ少年大会（大阪） 8月1日〜4日

8月21日〜22日

関東ブロック少年大会 8月21日〜23日

シニアリーダースクール 8月6日〜10日

神奈川区少年サッカー選手権大会

かもめ杯（主催大会）

大 会 名 開 催 月

活　動　名 開 催 月

2020年度   活動計画

8月9日

大 会 名 開 催 月

1月～2月

年間

バードリーグ 12月

年間

第5回JFAU12サッカーリーグin神奈川（前期）
兼横浜市春季少年サッカー大会

4月～6月

横浜市春季少年サッカー大会　U10・U12 4月～6月

YFAスーパーキッズゲーム

神奈川区リーグ 年間

9月～11月

ヨコハマメトロポリタンカップ

5月9日

ジュニアリーダースクール事前研修

ジュニアリーダースクール

8月8日〜10日

神奈川区シニアサッカーリーグ 年間

市長杯（新人戦） 1/7～

2月

日独スポーツ少年団同時交流（横浜）

4月7日

夏季合宿（3泊4日） 7月26日～7月29日

木曜日19:30〜21：00 中学生以上 神大寺小体育館

3月8日

入団式

6・7月

2月～3月

２４６ SPRING CUP 3月

横浜市シニアリーグ

ルーキーリーグ

２４６ SUMMER CUP 7月

２４６ フレンド CUP

9月～11月


