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２０１7年度

夏期合宿日程表
～行動力を発揮する～　自ら考え、判断し、行動に！

秦野本町サッカー少年団

「自問自答ができる脳へ」

２０１7年８月１４日（月）～１６日（水）　



団員 合宿係＆後援会

8:30 ◎合宿係集合
*車で搬送する荷物を積む。

①グランドで使用する荷物
・ビブス（各学年） ・バケツ、タオルセット（各学年）

・シート（各学年） ・麦茶

・ボールケース ・スポーツ粉末飲料

・コーン ・クーラーボックス【氷入り】（各学年）

9:00 ◎コーチ・団員等集合時間 ・タープ ・お盆

※正・副リーダは班メンバーが ・キーパーセット（各学年）・ふきん

　　いるか確認する ・ベンチ（折り畳み） ・サランラップ

荷物 ・救急箱（各学年） ・ティッシュ

・雑巾（３枚） ・スポーツ飲料を作る為のボトル など

・ゴミ袋

A班　○○○・・・ ②宿舎で使用する荷物
B班　○○○・・・ ・ゴミ袋 ・ふきん

C班　○○○・・・ ・雑巾（３枚） ・着替え

D班　○○○・・・ ・コーチの飲み物 ・角ハンガー など

：
*各学年合宿係で氷を集める。

････ 各学年のクーラーボックスへ

*１日目（14日）の着替えを集める。

9:15 ◎班毎にグラウンドに整列『正・副リーダ』 ・・・・ 大きな袋にまとめて入れる。

*中村総監督挨拶 （風呂場サポートの後援会車へ積む）

*後援会代表挨拶 *『健康観察カード(裏面保険証コピー貼付）』

◎バス乗車 　を集める。（捺印確認：各学年合宿担当）

（A班から…） （各学年合宿委員がとりまとめ、

後援会車乗車 ６年合宿委員まで報告して下さい）

*先発車出発（6年合宿委員代表車）

9:30 ◎出発

*合宿委員休暇村へ挨拶。（合宿委員）

（途中休憩あり） ⇒①お土産

予定：道の駅　ふじおやま ⇒②確認事項：部屋に入れる時間、帰宅時荷物置き場

11:30 ◎休暇村到着 *昼食弁当受け取り（合宿委員）
*全員で休暇村担当者に挨拶。 　富士緑の休暇村にて用意（11:30）

*各スポーツバッグ、サッカーリュックを⇒11：50に弁当配布予定

　芝生の上に運ぶ。 『整理整頓係』

（雨天時は宿舎担当者と調整する）

11:45 ◎昼食 ◎昼食

*芝生の上にて弁当を食べる。

 （雨天時は宿舎内）

*容器片付け→ 分別 『食事係』 *弁当容器回収

12:30 ◎宿泊荷物を部屋に移動

活 動 予 定

8／14（月）：1日目

バスは学校内には入れないため、
バスが到着したら後援会の方は荷
物の積み込みのお手伝いをお願い
します。

正門



団員 合宿係＆後援会

13:00 ◎練習開始 12:30 *荷物をグランドへ運ぶ。

・リフティング *グランド準備。

・シャトルラン *飲み物、その他用意。

・班対抗試合

15:00 ◎休憩 → おやつだし *空い時間で『部屋割り表』を各部屋に貼る。

15:10

16:45 *片付け

*宿舎に持ち帰る物

17:00 ◎練習終了 　　⇒ 救急箱 ・ キーパー ・ タオルセット

*グラウンドで、スパイクから靴、サンダル　　　　 お盆・コップ ・ 麦茶

に履き替える。  ・ スポーツ粉末飲料

（サッカー用具一式は荷物置き場へ） *風呂場サポート係は風呂前で着替えを配る。

*下駄箱で館内用スリッパに履き替える。 　　⇒ 風呂場サポート（各学年）

（宿舎棟内はスリッパで移動。） *ビブス ・ タオル（使用済み）を回収

17:10 ◎着替えを受け取る。 　　⇒ １日目洗濯担当へ（５年）

*その他は荷物置き場に片づける。

17:20 ◎団員、コーチ入浴

◎宿舎準備

*お風呂では・・・ *ビブス ・ タオルを館内の

①スリッパは整理整頓する。 　コインランドリーにて洗濯。

②体を先に洗ってから浴槽に入る。 （洗剤と小銭を用意して渡す）

③浴槽にタオルを入れない。 *団員の飲み物準備 → 

④他のお客様に迷惑をかけない。 　　⇒ 廊下に机を出して麦茶の用意

『着替え係』 （就寝時に親の部屋へしまう）

18:00 ◎夕食【MENU ： ハンバーグ定食 】 ◎夕食【MENU ： ハンバーグ定食】

*食事後、同じ食器をまとめて片づける。 *食事の数が足りているか確認する。

『食事係』

19:30 ◎翌日準備 ◎翌日準備

*２日目（15日）の着替えを集め *２日目（15日）の着替えを集める。

合宿係に渡す。 『着替え係』 （各班着替え係 → 風呂場サポート後援会へ）

*セミナーハウスへ移動

20:00 ◎団員ミーティング　（セミナーハウス） ◎合宿係・後援会入浴

21:00 ◎合宿委員ミーティング

*明日のお手伝いについて

*団員の飲み物片付け

（キーパー×１、コップ少々を残す）

22:00 ◎就寝

8／14（月）：1日目



団員 合宿係＆後援会

6:00 ◎起床 ◎起床

*布団を畳んで部屋のすみに片づける。

6:30 ◎朝の散歩

7:00 ◎朝食【 MENU ： バイキング 『食事係』◎朝食【 MENU ： バイキング  】

*部屋、自分の荷物を整理整頓する。 *団員退出後、部屋の点検。（戸締まり・整理整頓）

*練習の準備をする。 *グラウンドへ持っていく物を準備する。

*各荷物が片付いているか、 氷・救急箱 ・ キーパー ・ タオルセット（２個）

部屋が片付いているか確認。 コップ ・ 麦茶 ・ スポーツ粉末飲料 ・お盆

　　　　　　　　　　　　　　　　 『整理整頓係』 8:15 *荷物をグランドへ運ぶ。

*グランド準備。

8:30 ◎練習開始 *飲み物、その他用意。

（２日目着替えは風呂場サポート後援会の

車に積んでおく）

12:00 ◎昼食【 MENU ： カレーライス 】 ◎昼食【 MENU ： カレーライス 】

『食事係』*食事の数は足りているか確認する。

*グランドで、スパイクから靴、サンダル

に履き替える。

*下駄箱で館内用スリッパに履き替える。

スリッパで食堂へ移動する。

13:00 ◎練習開始

15:00 ◎休憩 → おやつだし *宿舎に持ち帰る物

　　⇒ 救急箱 ・ キーパー ・ タオルセット

17:30 ◎練習終了 　　　　 お盆・コップ・ 麦茶

*グランドで、スパイクから靴、サンダル  ・ スポーツ粉末飲料

に履き替える。 *ビブス ・ タオル（使用済み）を回収

（サッカー用具一式は荷物置き場へ） 　　⇒ ２日目洗濯担当へ（４年）

　 *その他は荷物置き場に片づける。

18:00 ◎夕食【 MENU ： 屋外バーベキュー  】 ◎夕食【 MENU ： 屋外バーベキュー  】

*各自が食器片付けをする。 *食事の数は足りているか確認する。

『食事係』

18:50 ◎着替えを受け取る。 （風呂場サポート後援会係は車に積んだ

*下駄箱で館内用スリッパに履き替える。２日目着替えを風呂場へ）

スリッパで、お風呂へ移動する。 ◎風呂場サポート係は風呂前で着替えを配る。

（宿舎棟内はスリッパで移動。） 　　⇒ 風呂場サポート後援会係（各学年）

19:00 ◎団員、コーチ入浴 ◎宿舎準備

*お風呂では・・・ *ビブス ・ タオルを館内のコインランドリー

①スリッパは整理整頓する。 にて洗濯。（洗濯係はBBQ広場⇒宿舎へ）

②体を先に洗ってから浴槽に入る。（洗剤と小銭を用意して渡す）

③浴槽にタオルを入れない。 *子供の飲み物準備

④他のお客様に迷惑をかけない。 　　⇒ 廊下に机を出して麦茶の用意

『着替え係』 （就寝時に親の部屋へしまう）

8／15(火）：2日目



団員 合宿係＆後援会

*セミナーハウスへ移動 ◎合宿係・後援会入浴
20:00 ◎団員ミーティング　（セミナーハウス）
21:00 ◎翌日準備 ◎翌日準備

*３日目（16日）の着替えを集め *３日目（16日）の着替えを集める。
合宿係に渡す。 （各班着替え係 → 風呂場サポート後援会係へ）

『着替え係』 （風呂場サポート係は後援会車へ）

21:30 ◎合宿係ミーティング

*明日のお手伝いについて

*団員の飲み物片付け
（キーパー×１、コップ少々を残す）

22:00 ◎就寝 *来年度の予約の為日程を検討。（５年と相談）

団員 合宿係＆後援会

6:00 ◎起床 ◎起床

*シーツ、まくらカバーをそれぞれ分け、*シーツ、まくらカバーをそれぞれ分けて

　部屋の前の廊下に出しておく。 　部屋の前の廊下に出しておく。

*布団は畳んで部屋の押入れに入れる。 *布団は畳んで部屋の押入れに入れる。

*各自帰り支度 『整理整頓係』 *各自帰り支度

6:30 ◎朝の散歩

7:00 ◎朝食【 MENU ： バイキング  】『食事係』 ◎朝食【 MENU ： バイキング  】

*部屋、自分の荷物を整理整頓する。 *団員退出後、部屋の点検。（戸締まり・整理整頓）

*練習の準備をする。 *グラウンドへ持っていく物を準備する。

*各荷物が片付いているか、 氷・救急箱 ・ キーパー ・ タオルセット ・ お盆

部屋が片付いているか確認する。 コップ ・ 麦茶 ・ スポーツ粉末飲料

*各自荷物を荷物置き場へ運ぶ。 *荷物をグランドへ運ぶ。

『整理整頓係』 *グランド準備。

8:30 ◎練習開始 *飲み物、その他用意。

11:00 ◎休暇村担当者へ挨拶（合宿係り）

*次年度の仮予約をする。（６、５年合宿係）
11:50 ◎練習終了 （前日５年と相談）

*グランドで、スパイクから靴、サンダル*コーチ＆合宿係・・・グランド片付け・点検。

に履き替える。 　

*下駄箱で館内用スリッパに履き替える。

スリッパで食堂へ移動する。

12:00 ◎昼食【 MENU ： 冷やしうどんセット 】 ◎昼食【 MENU ： 冷やしうどんセット 】

『食事係』 *食事の数は足りているか確認する。

最後の食事です☆きちんと食器を片付けましょう！

8／15(火）：2日目

8／16(水）：3日目



団員 合宿係＆後援会

12:50 ◎着替えを受け取る。 12:50 ◎風呂場サポート後援会係は着替えを配る。

*着替えを受取り入浴準備。 *４年、５年、６年風呂場サポート後援会係は、

忘れ物がないかチェック。

13:00 ◎団員、コーチ入浴

*お風呂では・・・ *合宿係・・・

①スリッパは整理整頓する。 ①車で搬送する荷物を積む。

②体を先に洗ってから浴槽に入る。 　（グランド荷物・宿舎用荷物・後援会荷物）

③浴槽にタオルを入れない。 ②ビブス・タオルを回収する。（合宿後洗濯）

④他のお客様に迷惑をかけない。

*汚れたものは、各自ビニール袋にまとめ、

 リュックへ入れる。 『着替え係』

入浴後、荷物を受け取り班毎に整列
『正・副リーダ』

13:50 ◎全員で休暇村担当者に挨拶する。

14:00 ◎バス到着

*サッカーリュック・スポーツバッグ

　を各自持って乗車する。

（F班、E班．．．の順）

14:30 ◎休暇村出発 *車内で飲む飲み物（ペットボトル）を配る。

16:30 ◎本町小学校到着予定

*子どものお迎えをお願い致します。（到着予定時刻を各学年合宿委員より連絡）

*手伝い車の荷物下ろし、片付けの協力をお願いします。

*学年荷物は、各学年の合宿係が持ち帰り、対応して下さい。

8／16（水）：3日目



夜間救急 ：　①富士・東部小児初期救急医療センター
山梨県富士吉田市緑ヶ丘２－７－２１　

電話　0555-24-9977

内科医院 ：　②山梨赤十字病院
山梨県南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１

電話　0555-72-2222

整形外科 ：　③渡辺整形外科医院
山梨県富士吉田市新倉２６７１－３

電話　0555-24-5330

近隣医療機関（富士緑の休暇村からの情報提供：2017年6月25日現在）

富士緑の休暇村
山梨県南都留郡鳴沢村８５３２－５

ＴＥＬ：０５５５－８５－２２３６　ＦＡＸ：０５５５－８５－２２９６

富士緑の休暇

①

②

③



自分でチェックしよう！
出発時の服装

□ アップTシャツ　□サッカーパンツ　□サッカーソックス　□トレシューまたはサンダル※
※サンダルでくる場合はトレシューもサッカーリュックにいれておきましょう。

①サッカーリュック（遠征用具一式）
□ ボール　　□スパイク　　□すねあて　　　□ソックス止め
□ ウィンドブレーカー等の雨具（ピステ可）
□ 汗拭きタオル（2枚くらい）
□ 帽子
□ ４５㍑くらいのゴミ袋（雨天時に使用）
☆飲み物は用意しますので、水筒はいりません。

②スポーツバック（宿泊用具一式）
□　ユニフォーム一式　（ホーム・アウェイ）
□　洗面用具 （歯磨きセット、フェイスタオル等）
□　ジャージまたはピステ上下（防寒用）朝晩は冷え込むこともあります。
□　パジャマ服　（Ｔシャツ・短パン可）
□　筆記用具（ノート、鉛筆、消しゴム）

□　着替えと風呂用具一式（ﾋﾞﾆｰﾙ袋に詰める×3日分＋予備）
　1.タオル×２（体を洗うものと拭くもの）
　2.着替え（Ｔシャツ・短パン等）
　3.下着

□　薬
□　替え靴 雨天でぬれた場合の予備
□　替えソックス 雨天でぬれた場合の予備
□　新聞紙１日分 靴乾かし用

リーダー 【グループ全体に気を配り、中心になってまとめる】
＊目覚まし時計を持参する。（用意できない場合は副リーダーと相談）
＊監督やコーチからの連絡事項を責任を持ってみんなに伝える。
＊団員が規則やマナーをきちんと守るように指導する。
＊常に団員の様子に気を配り、変わったことがあればコーチに伝える。
＊全ての行動において見本となる。他のお客様の迷惑にならないようにする。

副リーダー 【常にリーダーを補佐し自ら気づいてサポートする】
＊リーダーの都合の悪いときは代わりをつとめる。
＊食事、着替え、整理整頓係の仕事を助ける。
＊後輩の面倒をしっかりみる。先に気づいて行動する。

食　事 【食事の配膳の手伝いをする】
＊食べ終わった後の食器の片付けを中心になって行う。
＊忘れ物が無いかチェックをし最後に食堂を出る。

着替え 【入浴時の着替えなどの責任を持つ】
＊入浴後に忘れ物がないかチェックする。
＊入浴後、翌日分の着替えを班全員から集めて合宿係担当（後援会）に渡す。

整理整頓 【部屋の荷物や入り口のスリッパなどの整頓の責任を持つ】
＊部屋を出るときは、部屋に忘れ物がないか責任を持って確認。
　 片付いているかきちんとチェックをし最後に部屋を出る。
＊最終日の朝、シーツとまくらカバーの整頓の責任を持つ。
＊部屋、下駄箱を常に整頓し来た時よりもキレイにする。

係の仕事

持ち物



“Stay hungry, stay foolish”


