
 

 

無料 
何回でも 

参加できます 

 

天然芝の 

サッカー場は 

気持ち良いです 

園児サッカー教室 

 

ベイエリア・フットボール・クラブ 
日本サッカー協会・東京都サッカー協会・江東区少年サッカー連盟等へ加盟し、江東区を拠点として活動しているサッカーチームです。 

メールは、mail＠bayarea-fc.com  ホームページは、www.bayarea-fc.com 

会場のベイエリア・グランドは、 

『からだ』と『こころ』と『環境』に優しい緑豊かな自然の芝生のサッカー専用グランド。 
 [南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ(スナモ)]から徒歩１０分 

スポーツの楽しさ、挨拶などの規律、団体行動等を少しずつ覚えていただきます。 

江東区だけをホームタウンとして、Ｊリーグを目指す 

江東ベイエリアＦＣ（社会人チーム）のコーチと選手がご指導 

事前に会員（参加者）登録をお願い致します 

 

ご参加いただくには、会員(参加者)登録が必要です。登録方法は、以降にご案内しております。 
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園児無料サッカー教室 
 

なぜ、無料のサッカー教室？ 
 

◎「ベイエリア・フットボール・クラブ」は、 

江東区を拠点として、社会人チームと小学生チームの活動を行っています。 
 

◎活動場所は、都心のサッカークラブでは珍しい自クラブ専用の 

サッカー場である『ベイエリア・グランド』です。 
 

◎『ベイエリア・グランド』は、専門業者等の手を一切借りずに、 

 選手・コーチ達自身で、天然芝を育成しています。 

 苦労の連続ではありましたが、近年、≪体≫と≪こころ≫と≪環境≫に 

優しい緑豊かな天然芝のグランドに成長しつつあります。 
 

◎この恵まれた環境を独占する事無く、地域社会に僅かでもお役に立ちたく、 

 園児の皆様を対象にサッカー（スポーツ）の親しんで 

いただけるよう参加費無料のサッカー教室を開催する事と致しました。 
 

◎学校の校庭等とは異なり、天然芝の『ベイエリア・グランド』は転んでも 

痛くなく、思い切って体を動かす事が出来、 

スポーツが初めてのお子様達には最良の場所と考えています。 
 

◎カエルやカニ、秋にはトンボが行き交う自然がいっぱいの 

『ベイエリア・グランド』で、スポーツの楽しさを体感していただきたいと思います。 
 

開 催 実 績 
回数 月日 時間 実施有無  回数 月日 時間 実施有無 

１ 
２０１５年 

３月１５日（ 日 ） 
１０：００－１１：３０ 実施済 

 
１９ 

２０１６年 

 １月１１日（祝・月） 
１１：００－１２：３０ 実施済 

２  ３月２２日（ 日 ） １０：００－１１：３０ 実施済  ２０  １月１７日（ 日 ） １１：００－１２：３０ 実施済 

３  ５月２４日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ２１  １月２４日（ 日 ） １１：００－１２：３０ 実施済 

４  ６月１４日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ２２  １月３１日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済 

５  ６月２１日（ 日 ） １１：３０－１３：００ 雨天中止  ２３  ２月 ７日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済 

６  ６月２８日（ 日 ） １３：００－１４：００ 実施済  ２４  ２月２１日（ 日 ） １１：３０－１３：００ 雨天中止 

７  ７月１２日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ２５  ２月２８日（ 日 ） １１：３０－１３：００ 実施済 

８  ７月１９日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ２６  ３月 ６日（ 日 ） １４：００－１５：３０ 実施済 

９  ９月２０日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ２７  ３月１３日（ 日 ） １５：００－１６：３０ 実施済 

１０  ９月２２日（祝・火） １０：３０－１２：００ 実施済  ２８  ４月１７日（ 日 ） １３：３０－１５：００ 雨天中止 

１１  ９月２７日（ 日 ） １１：３０－１３：００ 実施済  ２９  ４月２４日（ 日 ） １４：００－１５：３０ 実施済 

１２ １０月１１日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 雨天中止  ３０  ４月２９日（祝・金）  ９：３０－１１：００ 実施済 

１３ １０月１８日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ３１  ５月 １日（祝・火） １２：００－１３：３０ 実施済 

１４ １０月２５日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ３２  ５月 ２日（祝・水） １２：００－１３：３０ 実施済 

１５ １１月 ８日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 雨天中止  ３３  ５月 ３日（祝・木） １２：００－１３：３０ 実施済 

１６ １１月１５日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 雨天中止  ３４  ５月１５日（ 日 ） １３：００－１４：３０ 実施済 

１７ １１月２２日（ 日 ） １０：３０－１２：００ 実施済  ３５  ５月２２日（ 日 ） １２：００－１３：３０ 実施済 

１８ １２月 ６日（ 日 ） １４：００－１５：３０ 実施済      

＊２０１６年５月３１日現在 
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２０１５年１月 
 

ベイエリア・グランドとは 
 

『ベイエリア・グランド（江東区新砂３－７－１）』とは、ベイエリア・フットボール・クラブ専用の、都心には珍しい自然

がいっぱいの天然芝のサッカー専用場です。 

 

硬い学校の校（園）庭や公園でサッカーをはじめとしたスポーツを行うと、転倒した時の痛さを怖がり、 

思い切った動きが自然と出来なくなったり、スポーツを怖がるお子さんもおります。 

 

天然芝のサッカー専用場の『ベイエリア・グランド』は、柔らかい芝生と土壌により、転倒しても痛くなく、お子さん達が

楽しく伸び伸びと体を動かす事が出来ます。 

 

  
 

最新式のＬＥＤ夜間照明により、日が早く落ちる冬場でも、そして平日夕方の練習でも、広々としたグランドで存分に練習

していただけます。 

 

  
 

簡易式プールもあり夏場には楽しくご利用いただけます。 

また、バーベキュー設備も備え、定期的にご家族一緒に楽しんでいただけます。 

 

所属する学年の練習時間以外でも、自主的に練習が出来ます。保護者様と一緒に楽しんでもいただけます。 

１０月下旬頃より、夏芝が枯れ始めてきます。 

１０月下旬頃より、夏芝が枯れ始めてきます。 

ご参加いただくには、会員(参加者)登録が必要です。登録方法は、以降にご案内しております。 
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２０１６年５月 
 

園児無料サッカー教室 

２０１６年度 参加者登録のご依頼について 
 

昨年度（２０１５年度）から、地域の皆様のお役に立てる活動の一環として、 

『園児無料サッカー教室』を始めました。 

   園児の皆さんに参加していただけるのか？ 

   園児の皆さんに楽しんでいただけるのか？ 喜んでいただけたのか？ 

試行錯誤の連続でしたが、これまで約３０回を超える教室を開催する事が出来まし

た。 

保護者の皆様のご理解・ご協力に、感謝申し上げます。 

 

 今年度（２０１６年度）も引き続き、『園児無料サッカー教室』を開催させてい

ただきます。 

 今年度は、≪江東区だけをホームタウンとして、Ｊリーグを目指す≫私共のＴＯ

Ｐチームのホームタウン活動の一つとして位置付けた活動としてまいります。 

 ＴＯＰチームとは、社会人・大学生・専門学校生・高校生・外国人プロ選手等で

編成されたチームで、その選手の中からも、園児の皆様のご指導をさせていただき

ます。 

 ＴＯＰチームの活動理念や計画等々については、後日改めてご案内させていただ

きます。 

 

参加者（会員）登録のご依頼 
昨年度ご参加いただいた保護者の皆様から、様々なご感想やご意見をいただきま

した。 

 貴重なお話をお聞き出来、有難く感謝しております。 

 

 今年度は、皆様の様々なご要望に可能な限りお応えできるよう、数種のコース（年

長の方のみ）を設けさせていただきます。 

 

今年度も引き続きご参加いただける場合は、以降の内容を改めてご連絡（メール

にて）いただき、登録していただきますようお願い致します。 

 また、新たにご参加をご希望される方も同様に登録していただくようお願い致し

ます。 
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登録いただきたい内容 
１．お子様の氏名（漢字）   ２．お子様の氏名のフリガナ 

３．性別（男児・女児）    ４．通園されている幼稚園名・保育園名 

５．学年（年長・年中・年少のいずれか） 

６．ご連絡先電話番号（携帯電話でも可） ７．ご自宅ご住所（郵便番号含む） 

８．ご意見・ご要望   ９．希望するコース（年長の方のみ） 
＊兄弟・姉妹で参加希望される場合は、上記１．２．３．４．５．をそれぞれご連絡願います。 

      ＊ご登録いただいた方のみ、実施予定日時等詳細をご案内させていただきます。 

 

 

希望するコース（年長の方のみ）とは？ 
 

Ａコース 
年長の方で、昨年度と同様に開催される無料教室のみに楽しく参加した

い方 

 

ＳＢコース 

男児の方。 

他の小学生チーム傘下の園児クラス等に所属していない方。 

無料教室の他に、様々な園児対象の大会に、ベイエリアＦＣの園児チー

ムとして参加を希望される方。 

大会参加時は、ユニフォームを無償貸与致します。 

無料教室とは別日程（時間）で、一層、技術的な練習会を開催致します。

費用は、無料です。 

ＳＧコース 

女児の方。 

上記ＳＢ（男児）コースと同様の内容。 

園児対象の大会に女児だけのチームとして参加する事を検討していま

す。 

参加する場合は、ベイエリアＦＣで女児用ユニフォームを別途作製・無

償貸与を検討しています。 

費用は、無料です。 
ＳＢコース（男児）、ＳＧコース（女児）に関連して、 

＊園児対象の大会とは、東京ドームで行われる「ＪＦＡユニクロサッカーキッズ」をはじめ、 

東京都としての大会が、今秋から来年２月にかけて３回程度行われる予定です。 

 参加可否は、希望チーム多数の場合は抽選で決定されます。 

＊昨年１０月２５日（日）東京ドームで行われた「ＪＦＡユニクロサッカーキッズ」には、 

 ベイエリアＦＣとして１８名でチーム編成して参加しました。 

http://www.jfa.jp/football_family/festival/kidsfestival-usk/news/00007748/ 

＊江東区内の園児対象の大会は、毎年２月頃に行われます。 

＊他の江東区周辺の園児チームをベイエリア・グランドに招聘して、親善交流試合も検討致します。 

 

メールでのご連絡は、こちらから。 

http://www.jfa.jp/football_family/festival/kidsfestival-usk/news/00007748/
http://www.bayarea-fc.com/inquiry.html
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ご支援願います 
 

冬芝育成助成寄付金 
 

べイエリア・グランドの天然芝（冬芝）育成のため、寄付を募らせていただきます。 

 

☆園児サッカー教室をはじめ園児の皆様を対象にした活動については、 

 今年度も全て無料としております。 

 

☆ただし、ＳＢコース、或いは、ＳＧコースをご希望され、大会等にご参加いただ 

 く場合は、試合用のストッキングをご購入いただきます事を予めご了承願います。 

 シャツとパンツは、無償貸与させていただきます。 

 

☆ベイエリア・グランドの天然芝は、専門業者に外注する事無く、 

 コーチや選手（ＴＯＰチームや小学生チーム高学年選手）達で育成しています。 

 天然芝育成にかかる費用については、ＴＯＰチームや小学生チームの会費等々を 

 充当しております。 

 

☆現在の芝生（種類）は夏芝のため、毎年１０月下旬頃から翌年３月頃迄、 

 枯れた状態となります。 

 

☆今冬は、数年前に実施した「冬芝」を育成したく予定しています。 

冬芝とは、冬季でも緑豊かで芝丈も長い芝生となります。 

 

☆しかしながら、冬芝育成には多大な費用が必要なため、 

 園児教室にご参加いただいている皆様にも、ご支援をご依頼するものです。 

 

☆ご依頼時期・内容は、以下の通りです。 

 任意の寄付のご依頼です。強制ではありません。 

     時期；７－８月頃（改めてご案内・ご依頼させていただきます） 

     金額；１口（くち） １，０００円 

     口数；２口（くち）以上で、任意の口数とさせていただきます。 

 

☆ご理解とご協力をお願い致します。 

 


