
2020年度 JFA公認キッズリーダー（U-6/U-8/U-10）養成講習会 Aコース 開催要項 

1．目   的 10歳以下の選手・子どもたちに関わる指導者・保護者で体を動かすことの楽しさを伝 

える指導者の養成を目的とする。 

2．主催/共催 （公財）日本サッカー協会 / （一社）神奈川県サッカー協会 

3．協   力 厚木市サッカー協会 

4．日   程 2020 年 12 月 12 日（土）  

①受付 9：40～10：00 ②講義 10：00～12：30 ③昼休み 12：30～13：30

④実技 13：30～16：00 ⑤閉講式 16：10～16：30 解散予定 16：30 

5．会   場 南毛利スポーツセンター体育館 （〒243-0039 神奈川県厚木市温水西 1-27-1） 

◆受付／講義：２F会議室 ◆実技：体育館

※アクセスは施設ＨＰよりご確認ください。（上記施設名にリンクされています）

※施設開場の関係上、必ず９時以降に来場して下さい。

※本講習会に関する施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。

6．講 義 内 容 講義約 2.5 時間 実技約 2.5 時間 

7．費     用 ①教材をお持ちで当日持参できる方 参加料 6,600円 内訳（受講料 6,600円） 

②教材をお持ちでない方 参加料 9,900円 内訳（受講料 6,600円、教材費 3,300）

※使用教材「JFA キッズ U-6、U-8、U-10 指導ガイドライン（A4 版） 計３冊」

※既に教材をお持ちの上、当日持参できる場合は教材購入の必要ございません。

※KICKOFF より受講申込を行う際に、教材購入の有無により申し込むコースが異なります。詳細

は１０．申込方法をご確認ください。

8．参 加 資 格 KICKOFFより「JFA ID」を取得の上、新規取得者は以下の①を、指導者資格保有者（JFA 

指導者登録料をすでにお支払いただいている方）は、以下①～②を満たしていること 

①2020 年 4月 1日現在、満 15歳以上の方（中学生不可）

②資格有効期間内でかつ JFA IDの取得と紐づけがお済の方

※JFAIDを取得済みの方は新たに取得する必要はございません。

◆KICKOFF URL⇒https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login

※JFAID 取得、保有資格情報の紐付に関するお問合せ

JFA登録サービスデスク 050-2018-1990（平日 11：00～16：00） 

9．募集人数  20名(先着順) 

10.申込方法 KICKOFF（https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login）より「JFAID」を取得の上、 

①KICKOFFサイトへログインし、KICKOFF ページ左側の「指導者」→「講習会・研修会申

込み」の順に進む。

②講習会研修会申込画面で技能区分を「サッカー指導者」、主催協会「神奈川県サッカー

協会」、資格「公認キッズリーダー」、講習会・研修会区分を「その他研修会」に合せ、「検

索」ボタンをクリック。

③教材購入の有無に応じて、下記に該当する講習会へお申し込みいただき、支払い手続

きまでお済ませください。システム上で支払いの確認ができた方から受講確定となり

ます。
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◆教材購入が不要の方（７．費用①の方）

⇒講習会名：2020年度公認キッズリーダー養成講習会 Aコース

◆教材購入有の方（７．費用②の方）

⇒講習会名：【教材購入】2020 年度公認キッズリーダー養成講習会 Aコース

※申込の際、コメント欄に指導チーム名等を入力していただきます。該当しない項目を

除き、必ず入力をお願いいたます。

11．申 込 期 間  2020 年 11 月 7日(土)～11 月 23日(月・祝) 

12．受講料支払期限  2020年 11 月 30日(月) 

※システム上表示の支払期限が 11 月 30 日以降の場合でも、11 月 30 日まで支払いを済ませてく

ださい。

※支払い方法を選択後、1 週間の支払期日が表示されます。（クレジットカードは即時決済）

表示された支払期日を過ぎると申し込みが自動的にキャンセルされ、再度申込が必要となりま

す。その際、講習会が定員に達しているまたは、募集期間が過ぎている場合はお申込みできま

せんのでご注意下さい。

13．登録について 本講習会を全て履修された方は（公財）日本サッカー協会より修了証が発行されます。 

指導者登録は必須でありませんが、ご希望があれば任意で指導者登録ができます（登録料3000円）。 

D 級以上の方は講習会終了後に付加資格として紐付されます。（受講者側での手続きは不要です） 

詳細については講習会時に説明いたします。 

14.持 ち 物 ①筆記用具、②運動用具一式（運動着、ﾌｯﾄｻﾙｼｭｰｽﾞや体育館シューズ等フロアを傷つけないも 

の）、③ボール（大きさ不問。汚れている場合は拭いてください）、④昼食・飲料水等 

⑤【お持ちの方】JFAキッズ（U-6）、(U-8)、(U-10) 各指導ガイドライン

⑥健康チェックシート ※本要項４P 目を各自で印刷・記入し、当日受付時に必ず提出してください。

15.新型コロナウイルス感染症対策について：当協会策定の感染症対策ガイドラインに基づき講習会を実施いたし

ます。受講が決定した際は、以下（ガイドライン抜粋）、対策へのご協力をお願いいたします。 

・本要項４P 目の健康チェックシートを確認の上、受講２週間前から健康チェックを行い、

当日の受付時に必ず提出してください。

・講師および受講者をはじめ、会場来場者はマスクの着用を義務とします（実技時を除く）。

・ウイルス感染の兆候がないか確認するため、健康チェックを欠かさず行ってください。

・手指衛生の励行、咳エチケットなど感染症予防対策にご協力ください。

・人との距離（間隔）はできるだけ 2m（最低 1m）あけるなど、身体的距離（フィジカルディスタ

ンス）の確保をお願いいたします。

・講習会会場は、機械換気を行っておりますが、状況により、感染対策として常時、自然換気を実

施（窓やドアの開放）いたします。

・万一、講習会終了後に新型コロナウイルス感染症を発症した場合の速やかな報告。

・以下に該当する場合、自主的に受講を見合わせてください。（返金等は後日ご案内します）

（1）体調がすぐれない場合（例：発熱、咳、味覚嗅覚の異常など）。

（2）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

（3）過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。
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・施設内での唾、痰吐き、うがい等は、飛沫感染の原因となる可能性があるため、ご遠慮下さい。 

・飲料は各自でご用意ください。感染対策のため、主催者では一切用意いたしません。

・万一、受講者の感染が確認された場合で、保健当局において、他の受講者が濃厚接触者に該当す

ると判断された場合、受講者の連絡先等の情報提供が要請される場合がございます。このような

要請があった場合は、保健当局等に対して必要な情報提供をすることがございますので、あらか

じめご了承ください。

16.そ の 他 ①本講習会はサッカーの指導者だけでなく、キッズ年代の子供を持つ保護者の方、 

幼稚園の先生等も対象としています。サッカー経験がない方も奮ってご参加ください。 

②実技がございますので体調を整えてご参加ください。保険には加入いたします。

③お申込みは先着順となります。定員に達しない場合申込期間を延長する可能性がございます。 

④「KICK-OFF」にて、お申込みが中断状態となり、未払いの状況が申込日を含め 7日間を

過ぎた場合は、 キャンセル扱いと致しますので、予めご了承下さい。（例：10月 1日に

申込んで 10 月 8日まで未払いだった場合、10月 9日にキャンセル扱いとなります。）

⑤受講確定は、受講料のお支払がシステム上にて確認できた方から確定となります。受講

確定の連絡等はございませんのでご注意下さい。

⑥支払手続きの不備等でお支払が完了していない場合受講できませんのでご注意下さい。

⑦受講料等お支払い時の振込手数料等は、各自でご負担をお願い致します。

⑧受講料の支払期限が過ぎてしまった場合、再度お申込みいただくこととなります。その

際講習会が定員に達しているまたは、募集期間が過ぎている場合はお申込みできません

で予めご了承下さい。

⑨当協会より受講料の領収書は発行しませんので、受講料をお支払になった支払票などを

充当して下さい。「KICK-OFF」マイページの「支払・配送状況確認」よりお支払いの明細

書は出力可能です。

⑩本講習会に関する会場施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。

⑪駐車場は施設敷地内にございます(165台)が、受講生用の駐車場を確保している訳ではご

ざいませんので予めご了承ください。

⑫応募数が 10名に満たない場合開催を中止する可能性がございます。開催中止の場合は

2020年 11月 30 日までに KICKOFF ログイン後の Message あなたへのメッセージエリア

へ通知し、その後の流れをご案内いたします。

⑬基本的に雨天でも行ないますが、自然災害等で開催困難な場合に限り、当日の朝７時までに

KICKOFF 画面の「あなたへのメッセージ」へ通知にてご案内いたします。

⑭新型コロナウイルスの感染状況により、急遽開催を中止する可能性もございます。その際は

KICKOFF 画面の「あなたへのメッセージ」へ通知にてご案内いたします。

17．お問合せ先 

【講習会受講に関する問合せ】 

（一社）神奈川県サッカー協会 事務局 指導者養成担当 

 TEL：0466-46-5602 （平日 10:00～13:00、14:00～17:30） 

  【KICKOFFの操作方法、費用の支払い方法、JFAID のパスワードの再発行等に関する問合せ】 

 JFA登録サービスデスク TEL：050-2018-1990（平日 11：00～16：00） 
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（一社）神奈川県サッカー協会

 

 

 

 

 

 

 

健康チェックリスト     年   月   日 

 本チェックリストは、一般社団法人神奈川県サッカー協会が主催する各講習会において、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止対策をするため、受講者の情報及び健康状態を確認する目的としています。 

 お答えいただいた情報等の個人情報について、本協会は厳正なる管理のもとに保管し、受講者の健康状態の把握、来場の

可否の判断及び必要なご連絡のためのみに利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められている場合を除

き、ご本人の同意を得ずに第三者へ提供はいたしません。なお、講習会終了後、感染症患者またはその疑いのある方が発見

された場合に、必要な範囲で保健所等に提供することがありますので、ご理解・ご協力お願いいたします。 

（ふりかな） 

氏  名 

（   ） 生年月日 

（西暦） 
  年   月   日 

住  所 

連絡先 －      － メールアドレス

※昼間に連絡が取れる連絡先のご記入をお願いします。

 

KA（厚木） 

１．講習会当日の健康状態をお答えください 

● 今朝、発熱、だるさ、息苦しさなどの症状はありますか？・・・ □ 症状はない □ 症状がある

● 今朝の体温をご記入ください・・・・     ℃ 

２．講習会当日から１４日以内の健康状態をお答えください 

健康状態の項目 チェック欄

① 平熱を超える発熱がない。 はい いいえ 

② 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がない。 はい いいえ 

③ 倦怠感（だるさ）、呼吸困難（息苦しさ）がない はい いいえ 

④ 嗅覚や味覚の異常がない。 はい いいえ 

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等がない。 はい いいえ 

⑥ 新型コロナウイルス感染症の陽性とされた者との濃厚接触がない。 はい いいえ 

⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない。 はい いいえ 

⑧ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者との接触がない
はい いいえ 

⑨その他、気になることがあれば記載してください（任意）

受講者が未成年の方は、保護者の確認が必要です。必ずご記入ください。 

保護者氏名                    連絡先 

メールアドレス

※当日、会場受付で回収いたします。事前にご記入の上、忘れずにご持参ください。

健康状態チェックシート ※すべての項目にお答えください。

受講者情報 
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