
令和 2 年 2 ⽉ 26 ⽇ 

選⼿・保護者各位  

                                   

                                  

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

⽇頃よりファサネイトの活動にご理解とご協⼒を賜り誠にありがとうございます。 

新型コロナウィルスの感染が拡⼤している状況に鑑み、本クラブ・本スクールでは、感染予防と
拡⼤防⽌のため、以下の予防対策につきましてご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 

予防対策の経緯                                                

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にあまり感染しないとされていた19 歳以下の⼦どもの感染者が、国内でも相次いで確認され
ました。また、国の専⾨家会議において、１〜２週間が瀬⼾際との発表があったこと、報道でもありました通り相模原市内での感染
者も多数発表されました。それらから、本団体では所属する⼦どもたち、保護者皆様の健康と安全管理のため予防対策を実施致しま
す。 

 

１. FASCINATE junior youth 活動⾃粛について                                

本クラブの対策として、次の期間を活動⾃粛とさせていただきます。 

 

2020 年２⽉ 27 ⽇(⽊)・29 ⽇(⼟)・3 ⽉ 1 ⽇(⽇)・3 ⽉ 3 ⽇(⽕)・3 ⽉５⽇(⽊) 

【活動再開⽇】3 ⽉ 7 ⽇(⼟)〜予定 

 

２. FASCINATE soccer school 活動⾃粛について                                

本スクールの対策として、次の期間を活動⾃粛とさせていただきます。 

 

2020 年 2 ⽉ 26 ⽇(⽔)・28 ⽇(⾦)・3 ⽉ 4 ⽇(⽔)・６⽇(⾦) 

【活動再開⽇】3 ⽉ 11 ⽇(⽔)〜予定 

▼振替 

本スクールの感染症対策のため、⾃粛した活動⽇分の振替をしてください。 

基本、年度内消化ですが、本スクールの活動⾃粛分のみ 2020 年度５⽉迄振替可能とさせていただきます。 

 

3. FASCINATE soccer school Rigacao の活動スタート延期について                                                                                

本スクールの対策として、スクール開始⽇の体験練習会及びスクール開始⽇の活動を延期させていただきます。 

 

2020 年 3 ⽉ 2 ⽇(⽉)〜延期 

【スクール活動開始⽇】3 ⽉ 16 ⽇(⽉)〜予定  【体験練習会】3 ⽉ 16 ⽇(⽉)予定 

 

感染状況によって、活動再開⽇・リガッソのスクール開始⽇は変更となる場合がございます。 

⼦どもたちのために、何卒ご理解・ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

FASCINATE 運営事務局 

FASCINATE junior youth 

FASCINATE soccer school 

FASCINATE soccer school Rigacao 

代表 ⻑部 雄⼤ 

 



令和 2 年 2 ⽉ 28 ⽇ 

選⼿・保護者各位 

関係者各位                                    

               

 

 

 

通学先の新型コロナ対策措置の状況把握について 
 

保護者の皆様におかれましてはご⼼配な⽇々をお過ごしと拝察いたします。2020 年 2 ⽉ 27 ⽇⼣⽅に政府よ

り発表された「全国⼩中学校の 3 ⽉ 2 ⽇から春休み終了までの休校要請」につき、来週より本格休校になる選

⼿が多くなるかと思います。 

ファサネイトでは、⼦どもの安全を第⼀に今後の⽅針・対策・スケジュールを考案するため、在籍している選

⼿・保護者の皆様に、情報提供をしてくださいますようお願い申し上げます。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 活動⾃粛発表時の本団体での対応                   

FASCINATE junior youth ・活動⾃粛発表当⽇、⾃宅 TR メニュー⽴案、連絡網配信 

［内容］通常の TR ⽇時で⾃宅 TR を実施 

→スタッフからのサポート、チェック体制の強化 

FASCINATE soccer school ・振替制度の期間延⻑ 

FASCINATE soccer school Rigacao ・スクール開始⽇、体験会の延期 

 

           休校措置政府発表による本団体での解決すべき課題［本書通知時点］             

【課題①】 
休校により、⾝体を動かせない環境下での選⼿たちのストレス蓄積、パフォーマンス低下が懸念されます。速

やかに今後のプランニングが必要です。 

【課題②】 
休校により、保護者の皆様は今後のお⼦様の安全並びにスケジュール調整等が特にご⼼配なさる点だと考えま

す。 

【課題③】 
感染状況によっては⾃粛期間以降の活動も⾒直しが必要になります。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
以上から、ファサネイト全体では、活動⾃粛期間以降の⽅針及びスケジュールを制作いたします。 
また必要に応じて⾒直しを逐次実施していきます。 
今般の状況は異例の事態で⼤変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協⼒のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 

FASCINATE 運営事務局 

FASCINATE junior youth 

FASCINATE soccer school 

FASCINATE soccer school Rigacao 

代表 ⻑部 雄⼤ 

 



令和 2 年 3 ⽉ 3 ⽇ 

選⼿・保護者各位 

関係者各位                                    

               

 

 

 

休校による今後の対応策について 
 

臨時休校でお忙しい中、状況把握のためのアンケートをご提出いただきありがとうございました。 
先⽉ 28⽇に連絡網配信致しました課題点と、アンケートを踏まえて、本団体は以下の対応を致します。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     対 応 策                         
 

３⽉中の JY・スクール在籍選⼿全員への対応策 

 

 

本 JY・本スクールへ来る際の交通⼿段 

⾃転⾞または⾞での送迎のみ可 

★公共機関の利⽤禁⽌ 

※既に報道でご存知の通り、相模原市での感染者が確認されている

ことから、このような対応と致します。 

悪しからずご了承ください。 

 

 

 

感染症対策 

 

 

 

・来る前に検温 

→37.5℃以上の場合は、必ず⽋席してください 

・到着時、帰宅時の⼿洗いうがいの徹底 

・本クラブ、本スクールへ来る際、帰る際のマスクの着⽤ 

・サッカーアイテムの除菌 

→次亜塩素酸で除菌対策を本団体で⾏います 

各⾃アイテムの除菌を⾏なってください。 

 

参加の判断について 

本クラブ、本スクールへの参加の判断は、 

各ご家庭のご判断、⾃⼰責任とさせていただきます。 

何卒、ご容赦ください。 

 
 

 
 
 

FASCINATE 運営事務局 

FASCINATE junior youth 

FASCINATE soccer school 

FASCINATE soccer school Rigacao 

代表 ⻑部 雄⼤ 

 



各団体 主な活動 対 応 策 

FASCINATE 

junior youth 

① 公式戦 

 

② JY 通常 TR 

 

③ 新U１３⼊団式   

① 3/14(⼟)U15リーグ延期 

協会より 15⽇迄の全試合延期との通達有り。 

当該試合については、調整後連絡があります。 

 

② らくらくスケジュール参照 

 

③ 時期延期または⻘空⼊団式を検討 

※通年、室内での⼊団式ですが、新型コロナウイルスの閉鎖的

空間からの感染が多いことから、屋外での実施を検討していま

す。状況により、⾒直しさせていただきます。 

FASCINATE 

soccer school 

① 通常のスクール 

 

② 【再】振替制度の

期間延⻑ 

① 【活動再開】 

3/18(⽔)〜 

※活動⾃粛時の連絡網では「11 ⽇(⽔)〜」でしたが 

更に「18 ⽇(⽔)〜」変更とさせていただきます。 

 

② 本スクールの活動⾃粛分のみ 2020年度 6⽉迄 

振替可能とします。 

※活動⾃粛時の連絡網では「5 ⽉迄」でしたが 

 更に「6 ⽉迄」と延⻑させていただきます。 

 

【新型コロナ感染拡⼤防⽌の活動⾃粛分振替】 

・2020年 6⽉迄 

・新スクール「リガッソ」でも振替可 

（⽉・⽔・⾦での振替が可能となります） 

 

▼本来の本スクールの振替制度をご確認ください。 

【本スクールの振替制度について】 

・⽔⾦の振替なら対応可。（⾃⼰都合でも可） 

・但し、年度内消化とします。 

・各⾃その他の習い事による消化不良に関しては、⼀切責任を

負い兼ねます。それに伴う⽉謝の返⾦も致しかねます。 

 

何卒ご理解の程よろしくお願い致します。 

FASCINATE 

soccer school 

Rigacao 

スクール開始⽇、 

体験会の開催 

活動⾃粛時は「3/16」の体験会予定でしたが、3⽉いっぱいは⾃粛

とします。 

以降の予定については、サイト及び SNS で発信いたします。 



令和 2年 4⽉ 2⽇ 

選⼿・保護者各位 

関係者各位  

                                   

                                  

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

⽇頃よりファサネイトの活動にご理解とご協⼒を賜り誠にありがとうございます。 

新型コロナウィルスの感染状況から、本クラブ・本スクールでは、感染予防と拡⼤防⽌のため、
以下の期間を⾃粛とさせていただきます。ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 

 

１. FASCINATE junior youth 活動⾃粛について                                

本クラブの対策として、次の期間を活動⾃粛とさせていただきます。 
 
2020年 4⽉ 4⽇(⼟)〜4⽉ 19⽇(⽇) 
 
【活動再開⽇】4⽉ 21⽇(⽕)〜予定 
【⾃粛期間中の活動について】 
・オフとせず、オンラインや⾃宅 TRメニューの実施とします 
・随時、らくらくスケジュール・公式 LINE の配信をチェックしてください 
 

２. FASCINATE soccer school活動⾃粛について                                
本スクールの対策として、次の期間を活動⾃粛とさせていただきます。 
 
2020年 4⽉ 8⽇(⽔)〜17⽇(⾦) 
【活動再開⽇】4⽉ 22⽇(⽔)〜予定 
▼振替 
本スクールの感染症対策のため、⾃粛した活動⽇分の振替をしてください。 
基本、年度内消化ですが、本スクールの活動⾃粛分のみ 2020年度 6⽉迄振替可能とさせていただきます。 
 

3. FASCINATE soccer school Rigacao の活動スタート延期について                                                                                
本スクールの対策として、スクール開始⽇の体験練習会及びスクール開始⽇の活動を延期させていただきます。 
 
⽇程が決まり次第、サイトや SNS に掲載させていただきます。 
 
 

感染状況によって、活動再開⽇・リガッソのスクール開始⽇は変更となる場合がございます。 

何卒ご理解・ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

FASCINATE 運営事務局 
FASCINATE junior youth 

FASCINATE soccer school 

FASCINATE soccer school Rigacao 

代表 ⻑部 雄⼤ 
 



令和 2年 4⽉ 8⽇ 
選⼿・保護者各位 
関係者各位  

                                   
                                  

 
 

緊急事態宣⾔に伴う⾃粛期間延⻑のお知らせ 
 
先般よりご案内通り、新型コロナによる休校や⾃粛により、以前の⽇常⽣活が送れないことで、
在籍選⼿・保護者の皆様におかれましては、さぞ御⼼労のことと拝察申し上げます。 
昨⽇政府より発令された緊急事態宣⾔に伴い、本クラブ・本スクールでは、以下の期間まで⾃粛
延⻑とさせていただきます。ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 緊急事態宣⾔に伴う⾃粛期間の延⻑                   

 

 

 

FASCINATE junior youth 

〜5⽉ 6⽇(⽔)迄 

・これまで通り、オフとせず、オンラインで TR、講座、⾯談の実施とします 

・随時、らくらくスケジュール・公式 LINE の配信をチェックしてください 

__________________________________________________________________________________ 

① 公式戦 
JFA・FAKJ より 5/6迄公式戦延期の通達有 
それに伴いU-15リーグも、再開は早くて 5⽉ 9⽇から(未定) 

 

② U13 ⼊団式 

⾃粛期間後に開催予定 

 

FASCINATE soccer school 
〜5⽉ 6⽇(⽔)迄 

【⽉謝】４⽉分の⽉謝を 5⽉分⽉謝として充当させていただきます 

FASCINATE soccer school 

Rigacao 

スクール開始⽇、体験会の延期 

⽇程が決まり次第、サイトや SNS に掲載予定 

 

 

状況によって、⾃粛期間は変更となる場合がございます。 

選⼿並びにご家族の安全第⼀に検討して参ります。何卒ご理解・ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

FASCINATE 運営事務局 
FASCINATE junior youth 

FASCINATE soccer school 

FASCINATE soccer school Rigacao 

代表 ⻑部 雄⼤ 
 



令和 2年 5⽉ 5⽇ 
選⼿・保護者各位 
関係者各位  

                                   
                                  

 
 

緊急事態宣⾔期間延⻑に伴う⾃粛期間延⻑のお知らせ 
 
⽇頃よりファサネイトの活動にご理解ご協⼒を賜り誠にありがとうございます。 
 
緊急事態宣⾔の期間延⻑に伴い、本クラブ・本スクールでは、以下の期間まで⾃粛延⻑とさせて
いただきます。ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 緊急事態宣⾔に伴う⾃粛期間の延⻑                   

 

 

FASCINATE junior youth 

〜5⽉ 31⽇(⽇)迄 

・これまで通り、オフとせず、オンラインで TR、講座、⾯談の実施とします 

 ［T R、カラサポ、ココサポ、ショクサポ実施(ガクサポ以外)］ 

・随時、らくらくスケジュール・公式 LINE の配信をチェックしてください 

__________________________________________________________________________________ 

公式戦→未定 

U13 ⼊団式→⾃粛期間後に開催予定 

 

FASCINATE soccer school 
〜5⽉ 31⽇(⽇)迄 

【⽉謝】４⽉分の⽉謝を 6⽉分⽉謝として充当させていただきます 

FASCINATE soccer school 

Rigacao 

スクール開始⽇、体験会の延期 

⽇程が決まり次第、サイトや SNS に掲載予定 

 

 

状況によって、⾃粛期間は変更となる場合がございます。 

選⼿並びにご家族の安全第⼀に検討して参ります。何卒ご理解・ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

FASCINATE 運営事務局 
FASCINATE junior youth 

FASCINATE soccer school 

FASCINATE soccer school Rigacao 

代表 ⻑部 雄⼤ 
 



令和 2年 5⽉ 31⽇ 
選⼿・保護者各位 
関係者各位  

                                   
                                  

 
 

緊急事態宣⾔解除による活動再開のお知らせ 
 

⽇頃よりファサネイトの活動にご理解ご協⼒を賜り誠にありがとうございます。 
緊急事態宣⾔解除により、本クラブ・本スクールでは、在籍選⼿の安全を第⼀に活動を徐々に再開させて
いただきます。ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

FASCINATE junior youth 

6 ⽉ 2 ⽇(⽕)〜 

・オンライン TR と通常 TR の併⽤ 

・随時らくらくスケジュール・公式 LINE の配信をチェックしてください 

_________________________________________________________________ 

公式戦▶７⽉以降 

U13 ⼊団式▶６⽉ 13 ⽇(⼟)13:30~ 

・通年では屋内での開催でしたが、本年は状況を踏まえて⻘空⼊団式と 

させていただきます。 

・三密（密閉・密集・密接）を極⼒避けるため、以下ご確認ください。 

 →参加者は、同居しているご家族のみ 

 →通年より時間を短縮し簡略化した形での開催となります。 

何卒、ご了承ください。 

 

FASCINATE soccer school 

6 ⽉ 3 ⽇(⽔)〜 

・年間スケジュール通り 

【⽉謝】⽉謝の納⼊がお済みでない⽅は 3 ⽇迄に必ずご納⼊ください。 

FASCINATE soccer school 

Rigacao 
スクール開始⽇、体験会の延期 

当⾯の間、新スクールの開催は控えさせていただきます。 

 

状況によって、活動内容は変更となる場合がございます。 

選⼿並びにご家族の安全第⼀に検討して参ります。何卒ご理解・ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。 

FASCINATE 運営事務局 
FASCINATE junior youth 

FASCINATE soccer school 

FASCINATE soccer school Rigacao 

代表 ⻑部 雄⼤ 
 



以下、本クラブ・本スクールの感染症対策となります。必ずご⼀読ください。 

スタッフより参加選⼿には以下内容についてはお伝えする予定です。 

お忙しい中⼤変恐縮ですが、本クラブ・本スクールへ参加前に、ご家庭でも、お⼦さんと⼀緒に以下内容

をご確認ください。 

▼本団体の感染症対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加の判断 

本クラブ、本スクールへの参加の判断は、各ご家庭のご判断、 

⾃⼰責任とさせていただきます。 

万が⼀、感染症等になった場合、本団体での責任は⼀切負いかねます。 

何卒、ご容赦ください。 

 

来る前 

・検温で 37.0℃以上の場合は必ず⽋席すること 

・⽔筒は必ずマイボトルとする。他⼈のものは使⽤しない。 

 

交通⼿段 

⾃転⾞または、可能な限りお⾞での送迎をお願いいたします。 

★公共交通機関を利⽤する場合 

→マスクの着⽤必須、ソーシャルディスタンスを各⾃守ってください。 

 

TR前・中・後 

 

① ⾮接触体温計にて検温→37.0℃以上の場合、参加不可となり帰宅とします。 

※37.0℃未満であっても平熱より⾼い場合や、体調不良がみられる場合は、 

健康観察を⾏った上で、帰宅とします。 

② ⼿洗い・うがいの徹底 

③ アルコール消毒・アイテムの消毒 

※各⾃、⾃宅でも使⽤するアイテムの除菌を⾏なってください。 

④ トイレに⾏った際は、コートに⼊る前に②③を必ず⾏うこと 

⑤ 着替えの際はソーシャルディスタンスを守り、 

他選⼿の道具やアイテムを触らない 

 

その他 

・補⾷などを摂る際は、対⾯では⾷べず距離を保ちましょう。 

・ゴミは各⾃必ず持って帰ってください。 

・タオル、飲み物、⾷べ物の共有はしないでください。 

★T R 時以外の移動、着替え時はマスクを着⽤とする 

 


