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自己紹介
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小６～小4：監督
高取龍太郎
学童野球、ボーイズリーグを経て、石川県遊学館高
校で甲子園出場。2018年成城ノーティボーイズに
コーチとして入団、2020年から監督として指導に
あたる。2021年春から社会人。

小3～小1：育成コーチ、代表
齋藤充弘 （新小6齋藤優真、小2齋藤鳳成の父）
京都府洛星中学で府大会優勝、同高校で府ベスト
８。日米野球研究で著名な慶大池井優研究会出身。
英オックスフォード大経営学修士(社会的企業専
攻)。２０１6年成城ヤンガースに入団し、2020年か
ら運営。3球児の父。

小６～小4：ヘッドコーチ
瀧川慎也 (新小6主将：瀧川誠太郎選手の父)

小６～小4：ヘッドコーチ
尾田大介 （新小5主将：尾田大樹郎選手の父）

外部講師：バッティングコーチ
Ｅｉｇｈｔ Baseball Academy： 世田谷校
西下文也：京都府京都外大西高主将として甲子園
準優勝。打撃指導に定評がある。

外部講師：スローイング動作改善指導
BCS: 東京校
松崎隆：元阪神タイガース・トレーニングコーチ前田
健が主宰する野球塾の東京校チーフ・コーチ。

本日ご説明を担当させ
ていただきます
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どんなチーム？
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成城のまちを拠点とした学童野球チーム
• 明正小学校を本拠地とする成城ヤンガースと成城学

園初等部を本拠地とする成城ノーティボーイズが
2018年から連合し、活動を統合しながら結成した
チーム。上記2校以外の学童も2割ほど在籍。自前の
グラウンドを持ち、移動負担が少ない。設備充実。明
正小、成城学園の公認外部団体、成城自治会後援。

このところ注目を浴びている
• 保護者主体の民主的運営に転換。「明日も明後日も

野球がやりたくなる」をテーマにした成城野球体験
に足を運んだ学童は50人を超えた。効率的運営を
追求して親負担を軽減。公私立連合でもあるため、
多様な価値観を受け入れることは当然の運営。部費
3,000円/月。外部講師も活用。

野球人口が全国的に減少する中、成城ノーティヤンガースは
低学年を中心として活動児童数を増やしつつある

普通の子が5割勝つ野球を実現する
• じっくりやれば、才能は必ず開花する。基礎練習、運

動神経を刺激するメニューを多く揃え、中高どんな
スポーツに取り組んでもそこそこやれる身体を作る。
野球の技術や身体能力だけでなく、気づく心、相手
への思いやり、やりぬく力を結集して、強豪チームに
勝つことを目指す。
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効率化を徹底、これから実りの時
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楽しいプログ

ラム

グラウンド・

設備充実

練習量豊富外部講師

運営刷新

◎全員を底上げ

◎時間効率重視

◎「またやりたい」が一番上達

◎最新の経営

◎多様な知識・高い目線
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野球を習うことと、チームに入ることはどうちがうの？
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目に見える力 目に見えない力

打力
守備力
肩力
球速
走力
・
・
・

気付きの力
やり遂げる力
仲間を想う力
自分で動く力
時間を支配する力
流れをつくる力
感謝する力
・
・
・
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会則
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保護者主導の民主的運営

成城ノーティヤンガース
団体規約

第1条【名称】本会は、「成城ノーティヤンガース（「成城ＮＹ」）」という。
第2条【所在地】本会は、下記に定める代表の住所に本拠を置く。
第3条【目的】本会は、成城地域における学童野球発展のための活動を行う。
第4条【構成員】本会は、入会申込書（別紙１）を提出し本会が受理した学童並びにその保護者で構成する。成城ヤンガース、成城ノーティボー
イズに過去入会した者については、入会申込書を求めない。
第5条【役員】本会には次の役員を置く：代表1名、会計１名、監査1名
第6条【役員の任期】役員の任期は1年とする。再任を妨げない。
第7条【代表】代表は、本会の活動方針を策定し、執行する。
第8条【コーチ】本会は、（別紙２）の条件を満たす者を、コーチとして選任する。コーチは毎年12月にコーチ総会を開催し、次年度の代表を選
出する。
第9条【総会】代表は、毎年12月に会員総会を主催し、次年度の活動方針を発表する。
第10条【決議】会員総会は、次年度の活動方針を、保護者過半数の同意を以て決議する。尚、オンラインによる意見表明も可能とする。
第11条【会計】会計は、本会活動の資金を適正に管理し、毎年6月と12月に会計報告を行う。会計年度は1月1日から12月31日とする。
第12条【監査】監査は、本会議事録、また会計報告を確認し、その適正を承認する。
第13条【規約改正】この規約は、会員総会において、保護者2/3以上の同意をもって改正することができる。尚、オンラインによる意見表明も含
む。
第14条【免責】本会の指導者及び構成員は、活動中の事故防止に万全を期すものの、やむを得ず発生した怪我・熱中症等の事故については責任を
負わない。
第15条【個人情報】会員は、（別紙４）に定める個人情報保護方針に同意する。
第16条【休会・退会】会員は、休会届・退会届を提出し、任意に休会・退会することができる。
第17条【設立年月日】本会の設立年月日は2020年1月1日とする。

団体規約に従って業務を執行することを宣誓します
2021年代表

齋藤充弘
[住所]
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指導方針：
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小3以下練習メニュー例（20人・3時間と仮定）
• アップ

グラウンドあいさつ（今日も活動できることへの感謝）

ジョギング（掛け声:1で左足、2で右足＝心をそろえる）

体操、肘・肩・手首ストレッチ、肩甲骨体操4種類、股関
節体操、骨盤体操、ストレッチ5種

ダッシュ5種10本（腿上げ、ジャンプ、背走、バック&
ゴー、外野背走）

• 走塁

駆け抜け、オーバーラン

駆け抜け、オーバーラン（守備つき実践）

リード、二盗、三盗

リード、第二リード、打球判断（守備つき実践）

• キャッチボール(50スロー以上/日）

誰かを励ます声を出す

スナップスロー

パワーポジション・スロー

塁間ワンバウンド・スロー

クイックスロー

あいさつ（相手への感謝）

• 守備練習（50捕球機会以上/日）

ゴロ捕球基礎（素手、スリッパ）

ゴロ捕球基礎（グローブ）

ゴロ捕球基礎（送球つき）

キャッチング基礎（叩き落す）

上下左右グラブさばき

下投げ・小フライ・大フライ捕球

ノック（バックホーム、ボールファースト等々）

投手捕手別メニュー

あいさつ（コーチと仲間たちに感謝）

• 打撃練習（100スイング以上/日）

骨盤・胸郭体操

股割素振り

連続素振り

ロングティー・トス（守備子ども）

実戦打撃（投手・大人・子ども)

尚、平日に外部講師指導あり（アメリカンスタジアム）

• 紅白戦（活動時間が3時間以上ある場合）
• 終了後、片付け、グラウンド整備、保護者へのあいさつ
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指導方針
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私たちは、野球を通じて、子どもに何を身に
つけてほしいのだろう？

何にでも通じる究極の鍛錬法

自己研鑽・

突き詰めの

努力

良い指導・

型・世界観

仲間との切

磋琢磨・周

囲への感謝
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2021活動日・小3以下（1～3月）
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日時 曜 時間 場所

1/11 祝 13-17 明正小

1/16 土 9-12 明正小体育館

1/17 日 13-17 明正小

1/24 日 13-17 明正小

1/31 日 13-17 明正小

2/6 土 13-17 砧中学

2/7 日 13-17 明正小

2/11 祝 13-17 明正小

2/14 日 13-17 明正小

2/20 土 13-17 砧中学

2/21 日
9-12
13-17

明正小体育館
砧中学

2/23 祝 13-17 明正小

2/28 日 9-12 明正小体育館

日時 曜 時間 場所

3/7 日 13-17 明正小体育館

3/14 日 13-17 明正小

3/20 土 13-17 砧中学

3/21 日 13-17 明正小

3/27 土 13-17 砧中学

3/28 日 13-17 明正小

活動日合計19日・77時間

成城野球体験は1/11, 1/17, 2/7, 2/14, 2/23, 
3/14, 3/21に同時開催
アドバンストコース：7日・28時間（13-17時)
成城野球体験：7日・14時間(15-17時）

4月以降の成城野球体験について
2020年は、他の活動やイベントが相次いで中止とな
り、その恩恵で成城野球体験を大規模開催できまし
た。4月以降は例年通りに戻ると思われ、野球へのグ
ラウンド割当は厳しくなる見込みです。割当グラウン
ドの使用に部員を優先することから、成城野球体験
の時間はかなり減少します。ご了承ください。

全部は参加できない
と思います

その通りです。活動計
画は「可能な限りや

る」レベルで設計しま
す。参加は各家庭のご
判断でお願いします。

*アドバンストコースは、成城
野球体験に来て下さっている
お子さんのうち、別紙5を申し
込み、帽子と保険を購入して、
学童野球チームと近いレベル
のメニューに取り組むプログ
ラムです。部費無料。

成城学園で土曜日午前中活
動できる日もあります。部員
の方と成城学園の父兄には
別途ご案内を流しています。
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部費・使途

11

部費3,000円

• 月額。
• 半年分前払い。振込手数料負担。
• 退部した場合は、その翌月分から返還。
• 別紙6の通り、ユニフォームと用具に別途費用がかかり

ます。
• 高学年になっても、ずっと部費3,000円/月です。

2021年支出計画

仮に部員10人の場合

項目 予算 備考

グラウンド費 10,000 主に試合。練習での遠征はほぼない。

大会費 30,000 現在の実力では厳しいが…

用具費 100,000 練習道具の充実を図って効率化。

交通費 10,000 試合時の用具車駐車場等。

保険費 30,000 選手・保護者全て部費負担に変更

業務外注費 40,000 ホームページ運営

指導料 100,000 講習会を複数企画。

U-12コーチ
講習会

40,000 5人程度受講すると想定

合計 360,000 3,000 x 12 x 10 = 360,000

仮に部員20人の場合
• 目線を高めるための外部講師指導料、効率化のための用具費

にまわります。
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保護者の関わり方・コーチをお願いしています
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グラウンド内の保護者＝コーチです

• 世田谷区にある部費3,000～5,000円程度の学童野
球チームは、どこでも保護者がコーチとして参加してい
ます。

• 「パパ」から「〇〇コーチ」になります。
• グラウンドに足を運ぶ保護者（特に父親）で、何の発言

もしない人は皆無です。自分の知識、Ｙｏｕｔｕｂｅ、試合観
戦など、色々と子どもに伝えようとするはずです。そうで
あれば、「コーチ」になった方が、すっきりするのです。

• 野球の技術は必要ありません。部費で全日本野球協会
の講習を受けて頂いて、学童野球に関する基礎的な動
きを知っていただきます。また、文部科学省が定めるハ
ラスメント防止等に係る提言書にご賛同いただきます。

• 保険を部費で手配します。
• 高学年になると塁審やスコアラーをお願いすることが年

に2－3回あります。
• あらゆるスポーツや受験に共通ですが、実績のある方

が良い指導者とは限りません。結局のところ、自主的に
取り組む姿勢を身につけた者が勝利します。つまり、自
主性を引き出す者が良い指導者で、小学生の場合、保
護者はコーチに適任です。つかず離れず見守っている
ことが、本人のやり抜く力を育てます。

• 仕事でも家事でもない場所で親の背中を見せられる
場所は、それほどあるわけではないと思われます。

• メニューは指導者が用意します
• コーチはもちろん、メニューにご意見ください。
• コーチが再現できないメニューは、高い可能

性で子どもに不要なメニューです。

• 色々な野球本が世の中にはありますが、結局
この「ホップステップジャイアンツ」と、その解
説ＤＶＤが、学童野球の基礎作りには一番参
考になります。

• 野球のプレーの参考としては、熱闘甲子園の
ＤＶＤをおすすめします。10歳くらい上の少年
が全力で高いレベルのプレーを魅せるので、
きっと親子の心に火が付きます。

• 子どもとグラウンドで過ごした一コマ一コマ
が、かけがえのない思い出になります。

• 野球という定点観測を通じて、子どもの成長
を毎月毎年、楽しむことができます。

• 結果を出せない子どもの姿に歯がゆい思い
をしたり、焦ったり、けんかしたりすることもある
でしょう。そういう親子の情愛を経験できるの
も、小学生のときだけです。ぜひ、グラウンド・
コーチをやってみてください！
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保護者の関わり方・見守り
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このような関わり方があると思います見守りは自由です

• 学校の施設を拠点とするスポーツ少年団は、種目を問
わず、いつも「保護者の関わりの温度差」問題を抱えて
います。

• 一方で、専門のクラブチームは、種目を問わず、常に
「保護者が口出しする余地」はありません。

• 成城ヤンガースは、保護者への過度なお当番要請から
衰退しました。成城ノーティボーイズは、指導者による過
度な練習方針から衰退しました。成城ノーティヤンガー
スが母親当番を廃止し、指導者の選出を保護者が行う
会則を定めているのは、そのためです。

• 活動中の事故、ケガ、熱中症などについて、指導者・
コーチまたグラウンドにいるすべての者は免責です。年
少時は不測の事態も起きやすいので、子どもだけで参
加の場合は、よくご家庭で相談されて下さい。

明正小ルール

• 野球部員の出入りは南門、東門だけです。正門は使えません。
• 退校時は倉庫施錠、東門、駐車場門施錠をお忘れなく。
• 食事は禁止です。ゴミ散乱はもってのほかです。
• トイレを汚した場合は、薬品とブラシで洗浄下さい。
• 学校行事（運動会、明正祭、防凍剤散布等）にご協力下さい。

道具の名前と意味を知る

散らかったボールや道具は弱いチーム。
拾うように、並べるように言ってください。

並んだ道具＝チームのこころが一つ

ぶつかったら冷やす

けんかをとめる。未然
に防ぐ。ゴミ拾い（拾うよ

うに言う）

手洗い励行子どもたち
への声かけ

応援（子どもはママ
に見ててほしい）
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上級生の世界（6年＝高学年、5年＝新人戦、4年＝低学年と軟式野球連盟では呼ぶ）
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土日ほぼ野球：
例えば2021年1月～
3月は22日124時間
の活動設計（新3年生
比+60%)。試合が
1/4ほどの時間を占
めるようになります。外
部グラウンドへの移動
も発生。

基礎練習に時間を使
えるので、小2・小3か
ら始めるのがベスト。

やらせる野球からは努
力や感謝は生まれな
い。本人の意思が一
番大切。

10歳ころの出来事や
家の事情は将来も覚
えているものです。よく
話し合いましょう。

トーナメント戦やリーグ戦に
参加し、上位を目指す

試合

基礎

基礎

基礎

下級生

上級生
甲子園・神宮

受験 プロ野球

1/2成人は将来の進路に
ついて対話もできる時期

本人の

意思

不断の

努力

周囲へ

の感謝

野球どうする？

人生の宝物

ほかの夢
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受験との両立
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成城は驚くほど受験する子の多い町

文武両道は補完関係にあると思いますが、「どちらかを極めるのはまだ先の話」というお考えの
方にフィットするチームだと思います。
世田谷の学童野球は小6の晩秋まで大会等があります。勉強に集中するために退部する学童、
野球に集中するために他地域の強豪チームやリトルリーグに移籍する学童もいます。

2019年度主将Ａ君の実例（開成中合格）

野球

SAPIX

小3春

入部：日曜中心・他
の習い事も並行。な
んでも楽しい時期。
良いコーチに恵まれ
て基礎練習。

入塾：週1．気楽な感
じで通学。塾慣れする
ことが大事。中高一
貫に行かせた方が、
部活に専念できるだ
ろうという判断。

小4春

土日野球・野球一
本。上手な子が他
チームに移籍。基礎
練習を引き続き親
子で頑張る。

週2・配布資料の量
に目を見張る。しっか
り整理する環境を親
が作ることが大事。
黙々と努力すれば結
果が出ることを経験。

小5春

土日野球・野球一
本・セカンドのレギュ
ラーに。成長著しい
時期。初安打・初打
点。

週3・毎回の復習、
テスト対策が多忙に
なってくる。他の遊
びも気になって集中
できない時期も。付
箋を活用して進捗
を事細かに管理。

小6春

主将・日曜の
み参加。試合
に負けて号泣
も。身長伸びる。

週3（火・木・
土）、日曜抜
きで課題をこ
なすため予定
管理に執念。
野球のおかげ
か勉強体力
が随分ついた。

小6夏

本人の希望で受
験に専念・退部。
本来は小６夏～
秋が集大成。

週4（火・木・土・日）、
野球をやめて志望
校を変更、その後大
量の努力を意に介
さず猛烈な追い込
みを成し遂げたのは
野球のおかげ。

合格

小6冬
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Q1. 子どもがついていけるか不安です
A1. わかります。私の長男（卒団）、二男（新小6）とも体格と運
動神経に恵まれませんでした。引き算で考えることはないと思い
ます。活動に参加すれば、ほぼ間違いなく上積みがあります。それ
がいつ結果として発現するかは、来週かもしれませんし、高校や
大学になってからかもしれません。野球ではないかもしれません。
道具を多く使う野球というスポーツは、色々な動きを子どもに覚え
させる総合体育だと思った方が、満足度は高くなると思います。

Q2. 親がついていけるか不安です
A2. わかります。自分自身が選手だったころ、親に多大な手間を
かけた経験から、長男が野球をやりたいといったとき、反対しまし
た。でも結局、子どもの成長という魅力に取り込まれて、今のよう
にどっぷりと浸かるようになりました。チーム運営に携わるように
なってからは、お茶出しや監弁は廃止、領収書整理は外注、会議
は削減、道具も積極充実して、効率化を最大限進めています。

Q3. 全部出席するのは到底不可能です
A3. そうでしょうね。最後に決めるのはお子さん自身です。活動計
画自体は、とことんやれば「野球のうまい子」として中学生になれ
るよう設計すべきだと思うので、そのように組んでいます。

Q4. 合宿はありますか
A4. 毎年世田谷区が持つ群馬県川場村の宿泊施設で2泊3日
の夏合宿がありました。コロナ禍で中止し、今後も在京通い合宿
を検討します。保護者の希望があれば川場村合宿も復活します。

Q5. 成績低迷の理由
A5. 人数不足です。小学生の学年による体力差は大きく、同学年
である程度人数がそろわないと勝てません。切磋琢磨する仲間の
数が少ないと努力が続かないという面もあります。現在の下級生
は人数と素材に恵まれ、高学年になれば強いチームになると予想
します。

Q6. 人数減少の理由
A6. 運営方針、指導方針が、時代のニーズに合わなくなったのだ
と思います。抜本的に変更して子どもは増えていますが、定期的
に見直すべきでしょう。

Q7. 保護者コーチで大丈夫なのですか
A7. 元プロでも保護者でも、「自分の経験を教える」のが間違い
の始まりです。コーチングする者は、野球そのもの、またコミュニ
ケーションの仕方が時代と共に移り変わることをよく知るべきです。
そこで当チームでは、U-12講習やコーチ宣言、誰でも再現可能
なメニュー作りに取り組んで、効率的に練習できることを第一に
考えています。普通の子が上達するためにはまず一定量をこなす
ことが肝心です。そのためには自主性を引き出すコーチが不可欠。
技術面では、予算の許す限り、外部講師を積極的に招聘します。

Q8. 他のチームに移籍可能ですか（移入も可能ですか）
Ａ８. 年度が替われば可能です。どこのチームでも構いません、野
球というスポーツを通じて、家族・友情・努力の大切さを学び、高
い成果を目指す志ある子どもが増えれば、我々は幸せです。
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成城ノーティヤンガース・入会申込書（別紙１）
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団体規約を読み、同意した上で、入会を申し込みます。

年 月

加入申込児童氏名：

生年月日：

住所：

保護者氏名：
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コーチのお願い（別紙２）
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以下を満たす方を「コーチ」と呼びます

• 成城ノーティヤンガースの会員保護者であり、活動
日の1/4以上程度に参加して、活動補助を行ってくだ
さる方

• コーチ保険を申し込んだ方（部費）
• 全日本野球協会による野球指導者講習会（部費）、
また地域で開催される審判講習会、スコアラー講習
会などを受講くださる方

• 別紙３に定める文部科学省「グッドコーチに向けた7
つの提言」に賛同し宣誓頂いた方

• 引率、塁審、スコアラーなど、年に何回か試合運営
に関わることができる方

• 毎年12月に開催されるコーチ総会に出席し、次年度
代表を選出するプロセスに関わって下さる方
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グッドコーチに向けた7つの提言（文部科学省、全日本野球協会）（別紙３）
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① 暴力やあらゆるハラスメントの根絶に全力を尽くしましょ
う。

暴力やハラスメントを行使するコーチングからは、グッドプ
レーヤーは決して生まれないことを深く自覚するとともに、
コーチング技術やスポーツ医・科学に立脚したスポーツ指導
を実践することを決意し、スポーツの現場における暴力やあ
らゆるハラスメントの根絶に全力を尽くすことが必要です。

② 自らの「人間力」を高めましょう。
コーチングが社会的活動であることを常に自覚し、自己をコ
ントロールしながらプレーヤーの成長をサポートするため、
グッドコーチに求められるリーダーシップ、コミュニケー
ションスキル、論理的思考力、規範意識、忍耐力、克己心等
の「人間力」を高めることが必要です。

③ 常に学び続けましょう。
自らの経験だけに基づいたコーチングから脱却し、国内外の
スポーツを取り巻く環境に対応した効果的なコーチングを実
践するため、最新の指導内容や指導法の習得に努め、競技横
断的な知識・技能や、例えば、国際コーチング・エクセレン
ス評議会等におけるコーチングの国際的な情報を収集し、常
に学び続けることが必要です。

④ プレーヤーのことを最優先に考えましょう。
プレーヤーの人格及びニーズや資質を尊重し、相互の信頼関
係を築き、常に効果的なコミュニケーションにより、スポー
ツの価値や目的、トレーニング効果等についての共通認識の
下、公平なコーチングを行うことが必要です。

⑤ 自立したプレーヤーを育てましょう。
スポーツは、プレーヤーが年齢、性別、障害の有無にかかわ
らず、その適正及び健康状態に応じた安全に自主的かつ自律
的に実践するものであることを自覚し、自ら考え、自ら工夫
する、自立したプレーヤーとして育成することが必要です。

⑥ 社会に開かれたコーチングに努めましょう。
コーチング環境を改善・充実するため、プレーヤーを取り巻
くコーチ、家族、マネジャー、トレーナー、医師、教員等の
様々な関係者と課題を共有し、社会に開かれたコーチングを
行うことが必要です。

⑦ コーチの社会的信頼を高めましょう。
新しい時代にふさわしい、正しいコーチングを実践すること
を通して、スポーツそのものの価値やインテグリティ（高潔
性）を高めるとともに、スポーツを通じて社会に貢献する人
材を継続して育成・排出することにより、コーチの社会的な
信頼を高めることが必要です。

上記に賛同し、この提言の精神に沿って成城ノーティヤン
ガースのコーチ活動に関わることを誓います。

年 月 日

住所：
氏名：

生年月日：

（住所と生年月日は、軟式野球連盟への登録に使用します）
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個人情報保護方針（別紙４）
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成城ノーティヤンガース（以下「本会」といいます。）は、個人に関わ
る情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、本会にとって重要な責務で
あると考えております。そのために、個人情報に関する「個人情報保護
方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法についてチームへの徹底を実
践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に本会で保有
し利用させて頂いている個人情報につきましても、本方針に従って個人
情報の取り扱いを実施致します。

（1）個人情報の取得について
本会は個人情報を適法かつ公正な手段により収集致します。個人情報

の提供をお願いする場合、事前に収集の目的、利用の内容を開示した上
で、本会の正当な活動の範囲内で、その目的の達成に必要な限度におい
て、個人情報を収集致します。

（2）個人情報の利用について
本会がお預かりした個人情報は、以下の「利用目的の範囲」内で利用

致します。
▪️利用目的の範囲について
・試合、リーグなどへの参加登録をする場合
・練習連絡、グラウンド予約、合宿手配、備品購入ほか日常的活動に

関する場合
・本会が主催または参加する会議、イベントに必要な場合
・学校、外部関連団体等からの問い合わせに対応する頂く場合
・その他、事前に連絡し、同意を頂いた目的の場合

▪️上記目的以外の利用について
上記以外の目的で、本会がお預かりした個人情報を利用する必要が生

じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、同
意を頂くものとします。

（3）個人情報の第三者への提供について
本会は、同意なしに第三者に個人情報の提供は行いません。但し個人

情報に適用される法律その他の規範により、本会が従うべき法令上の義
務等の特別な事情がある場合は、この限りではありません。

（4）個人情報の管理について
▪️個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について
本会が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及

び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により
判断致します。本方針は、本会の個人情報の取り扱いに関しての基本的
な方針を定めるものであり、本会は本方針に則って、個人情報保護法等
の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。
▪️個人情報の安全管理措置について
本会は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざ

ん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制
を整備し、適切な安全対策を実施致します。
▪️継続的な改善について
本会は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変
更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を
実施致します。

（5）個人情報の開示・修正等の手続について
ご提供頂いた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合

は、お問い合わせ先窓口までご請求ください。ご本人によるものである
ことが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、個人情報を開示、訂
正、削除致します。

（6）お問い合わせ
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、下記にて受け付けており
ます。【成城ノーティヤンガース・個人情報取扱】
seijo_youngers@yahoo.co.jp

2019年3月
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成城野球アドバンストコース申込（別紙５）
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（名称）
本会は、成城野球体験という。

（目的）
本会は、成城地域における学童野球発展のためのボランティア活動を行う。

（構成員）
本会の構成員は、以下の条件を満たす児童及びその保護者である。

 小学二年生、一年生、年長保育の児童である
 世田谷区軟式野球連盟において、成城ノーティヤンガース（「成城ＮＹ」）の部員として登録し、低学年向けの大会・練習試合

への出場を目指す
 所定の帽子を購入する（二、八〇〇円）
（保険）

本 会 の 構 成 員 は 、 傷 害 保 険 ・ 賠 償 責 任 保 険 （ い わ ゆ る ス ポ ー ツ 安 全 保 険 ） に 加 入 す る （ 八 〇 〇 円 ） 。 約 款 ：
https://www.sportsanzen.org/hoken/

(責任)
本会の指導者及び構成員は、活動中の事故防止に万全を期すものの、やむを得ず発生した怪我・熱中症等の事故については責
任を負わない。

（個人情報）
本会の構成員は、試合・リーグ登録等野球に関連する活動、また新型コロナウィルス感染予防対策に関連する書類に、個人情報
を提供することに同意する。

（部費）
無料とする。

（期限）
この覚書の有効期限は２０２１年3月とする。

以上
加入申込児童氏名・生年月日

保護者氏名
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・ユニフォーム
試合出場時に以下を着用します

・帽子・チーム所定（納期3週間・2,800円）
・ユニフォーム上・チーム所定・背番号つき（納期1か月・約8,500円）
以上の二点は新品の購入となります（計11,300円）

・ユニフォーム下・白であれば自由（ネットや用品店で購入・約3,000円）
・長靴下・白であれば自由（同上・約500円）
・ストッキング・赤であれば自由（同上・約1,000円）
・ベルト・赤であれば自由（同上・約1,500円）
・アンダーシャツ・赤であれば自由（同上・約1,500円）

これらについては、先輩の中古品がある場合もあります

練習時も多くの選手が上記の服装で参加します。気候により、上着の自由やストッキング有無の自由を認めています。

冬場はグラウンド・コート、夏場は替えのアンダーシャツが必要な場合もあります。用品の指定はありません。

・靴
黒のグラウンド・シューズです。金具を装着したスパイクは使えません。

・バット・グローブ
個人での購入となります

・ヘルメット
チームで貸出があります

アンダーシャツ（赤）

ストッキング（赤）

長靴下（白）

ユニフォーム・下（白）

靴（黒）

ベルト（赤）

ユニフォーム・上
（所定）

帽子（所定）
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会計（参考）
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保護者

部費納入
3,000円x6、

1月と7月

会計係の野球専
用口座

保護者・
コーチ・
指導者

都度
立替払い

立替明細の連絡と領収
書画像の添付

外部のサポート
立替金合計の連絡と決

算報告書

会計係

立替金支払い、
６月と１２月

監査係
飲食には部費を使

いません
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グラウンドづくり（参考）
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小４以下の低学年では、投手までの距離が１４m、塁間が２１mとなります。本塁から２塁は、２９．７mです。
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スタッフ（参考）
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小６～小4：監督
高取龍太郎
学童野球、ボーイズリーグを経て、石川県遊学館高
校で甲子園出場。2018年成城ノーティボーイズに
コーチとして入団、2020年から監督として指導に
あたる。2021年春から社会人。

小3～小1：育成コーチ、代表
齋藤充弘 （新小6齋藤優真、小2齋藤鳳成の父）
京都府洛星中学で府大会優勝、同高校で府ベスト
８。日米野球研究で著名な慶大池井優研究会出身。
英オックスフォード大ＭＢＡ。２０１6年成城ヤンガー
スに入団し、2020年から運営。3球児の父。

小６～小4：ヘッドコーチ
瀧川慎也 (新小6主将：瀧川誠太郎選手の父)

小６～小4：ヘッドコーチ
尾田大介 （新小5主将：尾田大樹郎選手の父）

外部講師：バッティングコーチ
Ｅｉｇｈｔ Baseball Academy
西下文也：京都府京都外大西高主将として甲子園
準優勝。打撃指導に定評がある。

外部講師：スローイング動作改善指導
BCS: 東京校
松崎隆：元阪神タイガース・トレーニングコーチ前田
健が主宰する野球塾の東京校チーフ・コーチ。


