
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営・協賛 

運営 特定非営利活動法人 Stella HYOGO 

Main Sponsor 合同会社ステラート 

Medical Sponsor りらく鍼灸整骨院・専属理学療法士・アスレティックトレーナー 

Aitemu Sponsor adidas 

 

クラブ概要 

クラブ代表 今井 睦之 Nobuyuki Imai 

合同会社ステラート 代表社員・特定非営利活動法人 Stella HYOGO 理事長・社会福祉法人星輝会 理事長 

JFA クラブマネージャー取得・JFA 公認 C 級ライセンス 

クラブ事務所 オフィス：〒673-0005 兵庫県明石市小久保 5 丁目 2-11 3F  ☎078－995－8600 

スタジオ：〒673-0005 兵庫県明石市小久保 120-55Ａ-103   ☎078－920－8639 

名称 REDSTAR FC JY. 

クラブスローガン Brave Heart 勇敢な心  

クラブ理念 青少年を含むあらゆる層の方々の健全で豊かな生活を応援し、地域に貢献できるクラブになること

を目指します。クラブを支援していただく全ての方々を大切なパートナーとして、理念を共有し、

ともに歩むことを目指します。  

 

特定非営利活動法人 Stella HYOGO は TOTO 助成を受けて活動しております。 

http://www.redstarfc.com/index.html
http://toto-dream.com/
http://www.redstarfc.com/index.html


指導理念 

 

指導方針 

試合では１つのポジションにとらわれず、複数のポジションを経験し、戦術・戦略の知識をどん

どん積み重ねていきます。その中ではきっと今まで経験したことのない状況になりますが、「勇

敢な心」を持って課題に立ち向かい、成長して欲しいという希望を込めています。  

① 高校年代に繋がる指導をし、どこに行っても通用する選手を目指します。フィジカル、メンタル、スキルの

平均値を上げて個性を伸ばす指導をします。 

② 人として常識を身に付けれるように指導します。（挨拶、返事、受け答え、感謝、リスペクト、謙虚な心） 

③ チーム内の競争意識向上を目的とし、チーム力の強化を実践します。 

④ チーム力強化に対する目的として、日本クラブユースサッカー選手権大会関西大会出場、高円宮杯全日本ユ

ース関西大会出場を目指します。 

 

活 動 内 容 

 

主な活動場所 

 

曜 日 会 場 時 間 内 容 

月曜日 OFF       ―  

火曜日 明石フットボールパーク １８：００～２０：００ トレーニング 

水曜日 明石海浜公園 運動場南 １８：００～２０：００ トレーニング 

木曜日 明石海浜公園 運動場南 １８：００～２０：００ トレーニング 

金曜日 浜田グランド １８：００～２０：００ トレーニング 

土日祝 公式試合・交流大会・遠征 

公共施設又は近隣中学校にてトレーニングマッチ及びトレーニング 

 

移 動 

送迎ルートを作成の上、実施予定 

平日市内：片道 100 円 土日祝：試合会場及び練習会場によって変動有 

クラブ所有車両 

・マイクロバス 1 台 29 人乗車 ・ 小型バス 1 台 14 人乗車 ・ ワゴン 1 台 10 人乗車 ・ ワゴン 1 台 9 人乗車 

・荷物運搬車 1 台 4 人乗車 

 

専属契約 

クラブトレーナー りらく鍼灸整骨院 大久保院スタッフ 

― 選手メディカル ― 

コンディショニング調整：調整と競技力向上を目的に行い、中学生レベルでの基礎体力レベルを向上させること 

を目的とし選手個々に応じたメディカル管理を行います。各選手のメディカルデータは、クラブにおいても管理 

します。 ※テーピング費用は、実費負担なしです。 

痛みの治療は保険適応内であれば健康保険を用いて治療が可能です。（生活習慣指導：栄養、食事、姿勢、睡眠) 

専属理学療法士 

ー 理学療法士とスポーツ選手の関わり ― 

様々なスポーツでは体の使い方が異なります。競技（サッカー）に合わせた「体の使い方」・「ケガをしない体

づくり」を専属理学療法士にて対応致します。 

クラブ施設内にて定期的に実施。 ステラートスポーツクラブスタジオ 2021 年 4 月全面改装 

アスレティックトレーナー 

現場において、ケガが発生した場合に傷害の程度を評価し、応急処置にあたり、救急車を呼ぶなどの対応の判断

をおこなう。また、ケガの予防のためのトレーニングや選手への教育、再発予防や傷害発生を抑えるためのテー

ピングなども必要に応じておこなう。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0


 

入団諸経費  ※消費税率が変更毎価格変動致します。 

項 目 案 件 概 要 

年 会 費 11,000 円(税込) ※2 年目以降も継続時に必要となります。 保険料込 

JFA 登録費用  5,000 円(税込) ※年間登録時 日本サッカー協会登録個人費用 

会   費 7,700 円(税込)※月間費用 + 2,200 円(税込)※施設利用協力金 大会参加費別途徴収 

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ代  1,000 円（2021 年度）※年間 クラブユース連盟に加盟する際 

 

用品関係  ※価格については、新規モデルに変更がある際は変動がございます。 

 項 目 製 品 概 要 金 額 ( 税込 ) 

１ ユニホーム１ｓｔ adidas 半袖(青)＋半パンツ(白)＋ソックス(赤)   調整中 

２ GK １ｓｔ  adidas 長袖(黄)＋半パンツ(黄)＋ソックス(黄)    調整中 

３ ユニホーム２ｎｄ adidas 半袖(白)＋半パンツ(青)＋ソックス(青)    調整中 

４ GK ２ｎｄ  adidas 長袖(緑)＋半パンツ(緑)＋ソックス(緑)    調整中 

５ トレーニングウエア adidas 半袖(赤)＋半パンツ(白)＋ソックス(赤)  調整中 

６ 移動着(夏季用) adidas 半袖ポロシャツ(白)＋ハーフパンツ(黒)      調整中 

７ 移動着(冬季用) adidas トレーニングジャージー (黒)上下      調整中 

８ 移動用バックパック adidas  調整中 

                    総計 ６０，０００～６５，０００予定 

 

入会関係  

項目 概 要 

入会手続き 1. 入会申込書に所定の事項をご記入の上、クラブ事務所及びコーチへご提出下さい。又、住所、電話

番号等に変更が生じた場合は、住所・電話番号変更をクラブ事務所までご連絡下さい。 

2. 年会費と 2 ヶ月分の月会費をクラブ事務所及びコーチへお支払下さい。 

（※月会費は入会して頂いてから、通常 3 ヶ月目より郵便局の自動引き落としとなります。 

銀行の通帳は使えませんのでご注意下さい。） 

3. 郵便局の自動払込申込書の所定の事項をご記入の上、郵便局の方へご提出下さい。 

（※入会して頂いた月内に郵便局での手続きをして頂きますようお願い致します。） 

入会においての注意事項 

 練習を 1 ヶ月休まれる場合は、休会となり休会金月会費 50%が必要となります。 

 前月の 10 日までにクラブ事務所までご連絡を頂けますようお願い致します。 

前月の 10 日までに休会の連絡がない場合は自動的に引き落としとなりますのでご注意下さ 

い。 

 長期療養やそれに準ずる場合は休会金が免除される場合があります。 

 退会される場合は、退会される前月の 10 日までにクラブ事務所までご連絡の上、退会届を 

ご提出下さい。 

 月会費は毎月 25 日に引き落としされます。一旦納入した月会費、又その他の費用は返却を 

致しかねますのでご了承下さい。また、25 日に残高不足で引き落としされない場合は月末 

最終日に再度引き落としが可能になっております。 



 

遠征・合宿・学習 

春・夏・冬 宿泊を兼ねた遠征 長期休みに各 1 回～2 回実施 

夏休み・冬休み 合宿遠征、招待大会参加の遠征を実施予定 

夏休み・冬休み(学業) 学校宿題サポートの実施 

※海外遠征の実施計画はございません。 

 

予定表(月間及び年間予定) 

月間予定 クラブ HP にて日程掲載 ※緊急対応時については、クラブブログ及び Facebook にて掲載 

 

専用グランドについて 

2020 年現在、クラブ専用グランドの建設に向けて、計画準備をしておりますが、候補地の選定に時間を有しております。 

明石市内・近隣市外を含め、調整中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

information 

名称 特定非営利活動法人 Stella HYOGO  /   REDSTAR FC 

所在地 〒673-0005 兵庫県明石市小久保 5 丁目 2－11－３F 

連絡先 TEL/FAX 078-995-8600 

URL http://www.redstarfc.com/ 

担当 北村和哉 

 

http://www.redstarfc.com/index.html


令和 2年 9月 

各チーム代表者 各位 

特定非営利活動法人 Stella HYOGO／ REDSTAR FC Jr. 

所 在 地：〒673-0005明石市小久保５丁目 2-11 3F 

電話番号： 078-995-8600 

クラブメールアドレス：redstar_fc_jr@yahoo.co.jp 

代表 今井 睦之 

受付担当 北村 和哉 

 

 

 

2021年度 REDSTAR FC JY 体験会 ご案内 

 

この度、2021年度 REDSTAR FC JYの募集に伴い、各チーム関係者及び選手の皆様に体験会のご案内申し

上げます。当クラブは、子どもから大人にいたる全ての人たちに対して、総合型地域密着型スポーツクラブの

運営を中心に、スポーツ選手の育成・資格取得を含めたスポーツ指導者・審判員の育成・派遣に関する

事業を行ない、地域にスポーツを楽しむ場と環境を提供し、スポーツ文化の振興を図ることにより、世代を

超えた人々の出会いとふれあいのある明るいまちづくりの推進に寄与することを考えております。つきまして

は今回下記の通り、REDSTAR FC JY 体験会を行います。ご参加の程宜しくお願い致します。 

【 詳細 】 

□日程 ・・ 2020年 9月 17日(木)・9月 20日(日)・9月 24日(木)・10月 4日(日)  

※1日～4日 参加可能です。 

□会場 ・・ 9月 17日（木）・9月 24日（木）明石フットボールセンター 住所：兵庫県明石市二見町南二見 3 

9月 20日（日）・10月 4日（日）明石海浜公園 運動場南 住所：兵庫県明石市二見町南二見 8-1 

※グランド取得状況により変更有 

□費用 ・・ クラブ員：無料  非クラブ員：1日 500円※当日指導員にお支払い下さい。 

□時間 ・・ 18：00～20：00  

□対象 ・・ 現 6年生 

□雨天時・・雨天中止 ※雨天の場合はクラブ最新情報ブログにてご連絡致します。 

□服装 ・・ サッカーができる服装 / レガース / シューズ / サッカーボール 4号球 / 飲み物 

          新型コロナウイルス対策の為、マスク着用にてご来場ください。 

□申込 ・・ 参加を希望されます方につきましては、2020年 9月 13日(日)までに下記の内容を HP申込 

フォームより入力の上、申し込みをお願い致します。 

※個人情報は責任者の管理の元、第三者に提示または開示することはありません。  

必要事項のみ活用させて頂きます。 

□入力 ・・ 1）  参加希望日  

          2）  氏名  

          3）  緊急連絡先  

          4）  現所属チーム  

          5）  ポジション  

          6）  身長  

          7）  体重 


