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さわだスポーツクラブ会報誌

本誌に関するご意見、運動についてのご相談、課外教
室のお申込みなどは、お気軽にお問い合わせください。

さわだより
さわだスポーツクラブ

さわだスポーツクラブ スタッフ紹介 各スタッフの紹介冊子を
ご覧いただけます

子どもの未来のための SDGs
《持続可能な開発目標》

さわだスポーツクラブの SDGs 宣言！

スポーツを通して「持続可能な世界」を作る。
スポーツを通してあらゆる社会の課題解決に取り組んでいく。
さわだスポーツクラブでは、「スポーツで世の中を元気に！」の理念
のもと「持続可能な開発目標」の達成に貢献し、100 年先の子ども
たちの未来のための持続可能な社会の実現を目指してまいります。

取り組みの様子をスタッフが
記事にしています！

さわだは、運動を通して子どもの
“心と身体の成長 ”を応援いたします

さわだスポーツクラブのWebサイトが
リニューアルしました！
さわだスポーツクラブのWebサイトが
リニューアルしました！

2022 年2022 年春号春号

運動大好き会員の皆さん！そして、保護者の皆様方こんにちは。

まだまだ収束への道が、見え無いコロナ禍ですが、如何お過ごしでしょうか？

未来の我が国を、背負って行く大事な大事な子どもたちの成長は、待った無し

です。心身ともに豊かな成長を願うのは、私共も保護者皆様方に、負けない気

持ちで、関わって参る所存です。何かが出来たという成功体験も勿論大切ですが、

その過程を、大切にしたいと、社員＆非常勤講師全てが、同じ気持ちを持ちお

子さま方との関わりを、持ち続けたいと、肝に銘じておりますゆえ、何卒宜し

くお願い申し上げます。
代表　澤田 幸男

弊社の Web サイトがさらに見やすく、楽しく、刷新されま
した。運動お役立ち情報や弊社のサービスなど、お探しの情
報にたどり着きやすくなっています。ぜひご覧ください！

sawada-sc.com

ご入園ご進級おめでとうございます

澤田 幸男
さわだ ゆきお
好きなスポーツ
スキー

最新情報は Instagramをチェック！

@sawadasc フォローしてね！

澤田 康徳
さわだ やすよし
好きなスポーツ
サッカー

中村 聡志
なかむら さとし
好きなスポーツ
サッカー･ボクシング

大沢 健二
おおさわ けんじ
好きなスポーツ
サッカー

池谷 仁志
いけや ひとし
好きなスポーツ
野球･サッカー･プロレス

宮原 拓朗
みやはら たくろう
好きなスポーツ
サッカー

池谷 健吾
いけや けんご
好きなスポーツ
野球･セパタクロー

直江 一彌
なおえ かずや
好きなスポーツ
器械体操

曽根 竜也
そね たつや
好きなスポーツ
フットサル･スノボー

森川 なりか
もりかわ なりか
好きなスポーツ
新体操･ダンス

飯塚 幹人
いいづか みきと
好きなスポーツ
サッカー

土橋 直樹
どばし なおき
好きなスポーツ
サッカー

中岡 真也
なかおか しんや
好きなスポーツ
テニス

岡村 愛子
おかむら あいこ
好きなスポーツ
バスケ･ダンス

中村 奈緒
なかむら なお
好きなスポーツ
体操競技・水泳

倉浪 茉由奈
くらなみ まゆな
好きなスポーツ
バレーボール

小川 悠夏
おがわ ゆか
好きなスポーツ
ダンス･ハンドボール

小崎 春乃
おさき はるの
好きなスポーツ
ダンス

柴 竜大
しば りゅうだい
好きなスポーツ
ブレイクダンス

川﨑 春菜
かわさき はるな
好きなスポーツ
新体操

鈴木 亮真
すずき りょうま
好きなスポーツ
陸上競技

槇島 準紀
まきしま じゅんき
好きなスポーツ
野球

森 倫太郎
もり りんたろう
好きなスポーツ
サーフィン･フットサル

澤田 忠欣
さわだ ただよし
好きなスポーツ
サッカー

代表取締役 取締役社長

※写真撮影のみマスクを少し外ししゃべらず撮影しております。※写真撮影のみマスクを少し外ししゃべらず撮影しております。



危機管理

個人情報の
取り扱いについて

さわだスポーツクラブでは、子どもたちが安全に怪我なく活動できるよう
スタッフ一同心がけて指導していきます。

（リスクマネジメント）

● 荷物の整理整頓⇒自分の持ち物を整理整頓することで心も整えられます。
※実際に汚い置き方の場所はケガの発生率が高いです。

● 服装を整える⇒服装の乱れは心の乱れと言いますが、実際にシャツを出しっぱなしだと、ひっ
かかり、転倒の恐れもあります。運動にふさわしい格好で身も心も整えます。

● スタッフは指導前に現場にケガに繋がるものは無いか？例えば跳び箱や鉄棒を置くときにケガ
に繋がる流れになっていないか？など子どもの年齢や内容・状況に応じて環境づくりをします。

● 危険なものには危険！と伝えますが、子どもたちには考える力があります。
どうすれば危険を防げるか？を指導の中で話しながら考えてもらい、子どもたちで共有するこ
とで、ケガの発生率が凄く減少します。

言葉がけや環境設営

① お子さまだけで帰宅することはできません。
② 他人（お友達の保護者）にお子様をお預けすることはできません。

ただし、事前（当日）にスタッフもしくは当クラブに保護者の方からその旨を伝えていただけれ
ば代理の方でもお預けする事も可能となります。スタッフの携帯電話、又はさわだスポーツクラ
ブ（03-3995-0298）までご電話いただくか、手紙（メモ紙等）にてお伝え下さい。

※保護者の方からの連絡等が無く、お友達の保護者の方が一緒に連れて帰りますと言われた場合
は、一度確認をさせていただく場合もありますのでご了承下さい。

１. 個人情報の利用目的について
収集した個人情報は、本人の許可なく雇用管理の基礎資料その他当社で必要とされる作業の範囲内以外の目的では使用しません。

２. 個人情報の第三者提供について
収集した個人情報は、委託業務、法律上公的機関への届出･提出が必要な場合、事故等での緊急時を除いて第三者へ提供しません。

３. 個人情報の開示等について
収集した個人情報の開示、内容の訂正、追加、削除の求めがあった場合には、すみやかに対応します。

４. 撮影許可同意について
弊社の広報活動の一環としたホームページ、SNS、ブログなど弊社内に於ける写真・動画撮影させて頂く場合がございます。
撮影について、NGなどありましたら事前にスタッフにお伝えください。

（例）事前にお友達の保護者への引き渡しが分かっている場合。

○月○日の活動終了後、都合によりお迎えに行けません。
○○君のお母さんに預けて下さい。　　　　　　○月○日 さわだ太郎 ㊞

（例）急遽体調不良等でお迎えが行けなくなり、お友達の保護者へ引渡しをお願いする場合。

○○教室に通う○○の保護者です。急遽、下の子どもの体調が悪くなり、
お迎えに行けなくなってしまったので、○○君のお母さんに預けて下さい。

お子さまを確実に安全に引き渡しするために

冬場はウィルス性の急性胃腸炎やインフルエンザ等、感染症が流行りやすい時期と言われていま
す。さわだスポーツクラブでは感染予防の為にも、下記の場合は活動への参加を自粛というかた
ちでお願いしています。

① 家族の中に感染している方がいる。
② 本人は元気であるが、クラスが学級閉鎖になり自宅待機の状態である。
③ いつもと体の様子が何か違う。違和感がある。元気が無い。

クラブからの強制ではありません。各家庭で判断して頂ければと思います。
ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

● 会員規約（2022年度最新版）
● 必要書類（PDFダウンロード可能）
● 危機管理ついて
● その他お手続きについてなど

ウィルス性の急性胃腸炎やインフルエンザ等

会員規約・手引きは
Webサイトでご覧いただけます

どなた様も必ず一度アクセスしてご確認ください

● 幼稚園内や園庭、遊具で遊ばず速やかに帰宅してもらいます。
クラブの活動でたくさん動いているので、疲労もいつも以上にあります。普段と同じ遊びでも

ケガに繋がることが多々ありますので、保護者の方々のご協力の元帰宅して頂きます。

● 路上駐車は絶対にしないで下さい。園や施設にも迷惑をかけますし、様々な死角ができること
で事故に繋がることがあります。

活動終了後

● 園や施設と連携をとりながら、さわだスポーツクラブのマニュアルを元に行動していきます。

● 基本的には屋内から屋外（園庭）への避難⇒保護者の方に迎えにきて頂き、引渡しという形に
なります。（安全面を考慮の元、こちらから自宅へ送る流れはとりません。）

活動中に震災が起きたとき 震災が起きた時子どもの命を守り、保護者の皆様方の元へ安心
してお返し出来る様、スタッフ一同誠心誠意努めて参ります。

手紙等にて

TEL等にて


