2018 年 3 月 20 日
チーム代表者（加賀地区）各位
(一社)石川県サッカー協会キッズ委員会
委員長

田賀

正純

2018ＪＦＡキッズエリートプログラム
「ゴールデンイーグルプログラム【加賀会場】」参加選手募集
及びキッズリーダー講習会開催のご案内
拝啓

皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

昨年に続き石川県技術委員会のキッズ部による、新小学 1 年生〜新 4 年生対象のトレーニン
グプログラムが開催されます。キッズ委員会としても選手に「機会と場、よい刺激を」という
趣旨に賛同し、サポートしていきたいと考えます。添付しました別紙要項等を検討され、ご協
力の程、お願いします。
敬具
【同封資料内容】
1） ゴールデンイーグルプログラム参加選手募集のご案内（本状）…………p.1
2） ゴールデンイーグルプログラム開講について………………………………p.2
3） ゴールデンイーグルプログラム実施要項…………………………………p.3-4
4） 加賀会場活動スケジュール……………………………………………………p.5
5） 加賀会場図ご案内………………………………………………………………p.6
6） ゴールデンイーグルプログラム参加申込書…………………………………p.7

【参加申込み締切り】
4 月 9 日（月）までに、(一社)石川県サッカー協会あてに FAX、郵送または E-mail にて申
込み
※詳細は実施要項を参照ください

−(一社)石川県サッカー協会事務局より

お願い−

本書面は 4 種の 2017 年度登録が完了しておりませんので、2016 年度の連
絡担当者様宛にお送りしております。お手数をお掛けしますが、新しい連絡
担当者様に資料をお渡しいただきますようお願いいたします。
また、資料は裏面にも印刷をしております。必ず裏面もご確認をいただき
ますよう、お願いいたします。
こちらの資料は石川県サッカー協会の HP からもダウンロード可能です。
http://www.ishikawa-fa.or.jp/

（石川県サッカー協会で検索）
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2018 年 3 月 20 日
4 種チーム代表者（加賀地区）各位
一般社団法人 石川県サッカー協会
技 術 委 員 長
キッズ委員会

中野 勝彦
田賀 正純

2018 年度ＪＦＡキッズエリートプログラム
「ゴールデンイーグルプログラム」開講について（【加賀】参加者募集のご案内）
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会事業に際し格別のご理解とご協力を賜り感謝の念に耐えません。
当協会は、2005 年度より(公財)日本サッカー協会キッズエリートプログラムの事業としてゴールデンイー
グルキッズプログラムを実施してきました。「多くの選手に場や機会を与え、よい刺激を与える」という意味
で、技術委員会としても引き続き、この活動を積極的にバックアップしていきたいと考えております。
また、2012 年度より加賀会場と金沢会場および能登会場の三会場で開催しております。参加申し込み
の際には金沢、加賀、能登のいずれかの希望会場をご指定ください。原則として川北町以南に在住の選
手は、加賀会場でプログラムを、羽咋郡以北は、能登会場で受講いただきます。今後のトレセン活動地区
とは異なる区分となっておりますのでご注意ください。
今回のご案内は加賀会場のものだけであり、加賀会場対象エリアの該当チームの方のみにお送りしてお
ります。金沢会場、能登会場に関しましては後日、あらためて該当チーム様向けにご案内をお送りします。
あらかじめご了承ください。
つきましては、実施要項をご送付させていただきます。ご検討の上、何卒、ご協力を賜りますようよろしく
お願いします。貴チームにおかれまして該当する年代でサッカー選手としてのタレント性を持つと考えられる
選手を、要項にありますように当協会宛ファックスまたは、郵送、E-mail にて 4 月 9 日（月）までにご推薦い
ただきたいと思います。締切が近くなってしまいましたことをお詫び申し上げます。
なお、今後の連絡手段として当協会ホームページを利用いたしますので当協会 HP を閲覧可能な方(チ
ーム内の連絡網により連絡可の方を含む)をご推薦ください。本ご案内も当協会 HP にて閲覧可能です。
末筆になりますが、貴台ならびに、貴チームの今後のますますのご発展を祈念しますとともに、今後とも
当協会の事業に対しましてよろしくご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

キッズ、キッズエリートとは…
小さい頃から体を動かしてサッカー、スポーツに親しみ、成長に適した刺激を受けることで、生涯にわ
たりスポーツを愛する人を増やすとともに、心身共に健康でコーディネーションに優れた子どもたちを日
本全国に増やす。 (JFA キッズプログラムより)
ゴールデンエイジ前の準備として、左右の足でボールを自由自在に扱うことができるようになった状態
で、Ｕ-１２以降の育成をより充実させることができるようにする。
そのためキッズエリートプログラムは、「もっとやりたい」「シュートを打つのが大好き」「動きが機敏」「サッ
カーがうまい」という子により質の高い環境の提供を行おうという趣旨で行われる。 （JFA エリートプログ
ラムより）
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2018 年度キッズエリートプログラム
「ゴールデンイーグルプログラム【加賀】」実施要項
１．主 催

(一社)石川県サッカー協会

２．趣 旨

スポーツ選手としてのタレント性を持つと考えられる子どもを対象にサッカーの基礎技能修得
および、人格形成の基礎づくりに寄与することをねらいとして実施する。

３．トレーニングスクール(兼選考会)開講について ※応募者多数の場合は選考会を兼ねます
①トレーニングスクール(兼選考会)日程
◆加賀会場
4 月 14 日(土)
4 月 15 日(日)
4 月 21 日(土)
4 月 22 日(日)
②内 容

受付 15:30 より

16:00〜17:30

アウパ加賀（3 年生対象①）

受付 17:30 より

18:00〜19:30

アウパ加賀（4 年生対象①）

受付 17:30 より

18:00〜19:30

アウパ加賀（1、2 年生対象①）

受付 15:30 より

16:00〜17:30

アウパ加賀（1、2 年生対象②）

受付 17:30 より

18:00〜19:30

アウパ加賀（4 年生対象②）

受付 17:30 より

18:00〜19:30

アウパ加賀（3 年生対象②）

(1)テクニカルプログラム
うごきづくり、ボールコントロール（ボールマスタードリル）
(2)ゲーム

③申し込み 参加申込書【チーム推薦用】にて、4 月 9 日(月)までにお願いします。
申込みの際は希望会場を必ずご指定ください。
FAX または郵送、E-mail にて(一社)石川県サッカー協会事務局あてにお送りください。
E-mail にてお申し込みの際はメールタイトル（件名）に「ゴールデンイーグル参加申込み」と
明記ください。
郵送の際は 4 月 9 日必着でお願いします。お早めに投函ください。
(一社)石川県サッカー協会事務局
〒920-8203 金沢市鞍月 4-105 ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙ金沢ビル 3F
TEL.076-218-9000

FAX.076-218-9001

E-mail: gijutsu@ishikawa-fa.or.jp 「ゴールデンイーグル参加申し込み」
HP: http://www.ishikawa-fa.or.jp/
※2017 年度の参加選手も改めて申し込みをお願いします。その際は別枠にて推薦くだ
さい（詳細は後述）。
４．内 容

加賀会場図 活動スケジュールを参照ください。

５．参加費

●トレーニングスクール(兼選考会)費として１名につき 1,000 円を徴収させていただきます。
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トレーニングスクール 1 日目の受付で集めます。
●5 月以降、プログラム費として 2018 年度参加料 11,000 円(ユニフォーム代含む)が全
員必要です。詳細は選考選手の方宛に後日、お知らせしますが、参加料は郵便局払
込でのお支払いとなります。その他、合宿等では宿泊・食費等を必要に応じて徴収させ
ていただきます。
６．その他
①事業の性質上、各チームからの推薦は原則として各学年 2 名までとさせていただきます。
②4 月中のトレーニングスクールは、推薦いただいた子ども全員を対象として実施しますが、応募者多数
の場合は 5 月以降、人数を絞り込む(選考)予定です。トレーニングスクール(兼選考会)には、やむを
得ない場合を除き、2 回ともにご参加ください。
③4 月中のトレーニングスクールは、各チームの指導者が引率していただいても結構です。5 月以降のプ
ログラムの一部は保護者の参加が必須となります。（キッズリーダー講習会受講、一部トレーニングに
参加）
④5 月以降のプログラムは、月に 1、2 回程度とし土曜日を予定しています。
⑤サッカーが出来る服装、シューズで参加してください。（アウパ加賀はスパイク着用禁止です）
⑥参加者は各自サッカーボール、ドリンクを持参してください。
※人工芝グラウンドを使用しますので、ドリンクはミネラルウォーター(水)のみでお願いします。
⑦トレーニングスクール中に発生した傷害には応急処置を行いますが、スクール終了後の処置について
は参加者負担となります。5 月以降のプログラムは傷害保険に入ります（4 月のトレーニングスクール
中は個人の保険にてご対応ください）。ただし、保険の範囲外の傷害については参加者負担にてお願
いします。
⑧飛び級にてトレセンに合格された場合は、県協会までご連絡をお願いします。なお、その場合は本プロ
グラムには参加せず、トレセン活動に専念してください。
2017 年度ゴールデンイーグルプログラムは、2018 年 3 月で解散しリセットされました。2018 年度のプロ
グラムに参加するためには、2017 年度参加選手であっても今年度あらためて 4 月のトレーニングスクール
(兼選考会)に参加してください。
この際、前年度からの参加者は別枠で推薦ください。
例えば、前年度から参加している 4 年生が 1 名いる場合は、4 年生はその選手を含めて原則 3 名まで
ご推薦ください。また、男女は別枠でカウントします。したがって、同じ学年で男女各 2 名ずつ合計 4 名まで
推薦可能です。
参加申込用紙が不足する場合は、お手数ですがコピーしてご使用願います。石川県サッカー協会 HP
（http://www.ishikawa-fa.or.jp/）よりダウンロードも可能です。申込書は【チーム推薦用】と【個人推薦
用】の 2 種類をご用意しました。本郵送には【チーム推薦用】のみ、同封しております。
お問い合わせ：
(一社)石川県サッカー協会
TEL.076-218-9000

担当：田賀

FAX.076-218-9001
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