
ございました！ありがとう

総合型地域スポーツクラブ　Athletic Club GROWTH OGA（秋田県知事及び秋田県体育協会会長認定第68号）
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1 佐々木海凜（美里小）
ぼくはきふきんをもらいに行きまし
た。たくさんきふきんをもらってぼく
はこんな優しい人がいなかったら、鹿
児島に行けなかったです。
ぼくは試合でとても点を取られて優勝
はできなかったけど、2勝できたので
うれしかったです。きふきんを出して
くれた人たちも2勝できて良かったね
と言ってくれました。ぼくはとてもう
れしかったです。

2 前田　健太（船越小）
全国大会ではグループリーグ2位で決
勝トーナメントに進めませんでした
が、強豪チームと戦いとても良い経験
になりました。目標にしていた無失点
はできませんでしたが、1得点できて
良かったです。
ぼくたちのことを応援してくださりあ
りがとうございました。

3 杉山　　聖（船越小）
全国大会では、レベルの高い相手と試
合をすることができたので大変貴重な
体験ができました。みなさん応えんあ
りがとうございました。

4 永井　幸菜（船越小）
目標だった全国大会に出場してレベル
の高いチームと素晴らしい環境で試合
ができ、プレーや技術面で色々な勉強
が出来ました。
応援してくれたたくさんの皆さんのお
かげで2勝1敗という成績を残すこと
ができた事、貴重な経験やたくさんの
思い出ができた事はとても嬉しかった
です。本当にありがとうございまし
た。この経験を大切にしてもっとレベ
ルアップ出来るように頑張りたいと思
います。

5 笹渕　　陸（船越小）
全国のチームはとてもレベルが高くて
パスやドリブルなどの技術をたくさん
勉強できました。あと決勝トーナメン
トにはギリギリ行けなかったけどみん
なと協力して2勝できたのでうれし
かったです。
全国大会に出場するために寄付をくれ
たみなさん、応援してくれたみなさん
本当にありがとうございました。この
経験をいかし中学校でもサッカーをが
んばりたいです。

6 佐藤　遼磨（天王小）
初めて全国大会に出場できてとても嬉
しかったし、応援してくれた方々から
とても勇気をもらうことができまし
た。そのおかげで勝利することができ
たし、決勝トーナメントに出場するこ
とは出来なかったけど色々な思い出が
出来ました。
応援してくれた方々ありがとうござい
ました。

7 髙木　昊大（船越小）
Jクラブの下部組織と戦い、決勝の舞
台も見て、全国のレベルを知れて、い
い経験になりました。
みんなとやるサッカーは最後でした
が、とても楽しかったです。
今回は僕たちが全国大会に行くために
寄付してくれたり、鹿児島まで応援に来
てくれたり、秋田から声援を送ってくだ
さった方々にとても感謝しています。
本当にありがとうございました。

8 清水　廉士（船越小）
ぼくは、全国大会にいって感じたこと
はパスです。ぼくは、パスミスやパス
がずれることがあるけれど、全国の人
はしっかりとしたパスをしていてすご
いと思ったので、これからパスをしっ
かりとするようにしたいです。
今回全国大会で応援してくださったみ
なさま、ありがとうございます。ぼく
たちはグループリーグ敗退となってし
まったけれどこれからがんばります。

9 伊藤　圭佑（船越小）
全国大会では予選リーグで2勝しまし
たが、決勝リーグに進むことができま
せんでした。でも、全国の強豪チーム
と対戦し、とても貴重な経験をするこ
とができました。たくさんの応援を頂
きありがとうございました。

10 伊藤　陽向（船越小）
たくさんのきふきんありがとうござい
ました。おかげで鹿児島に行ってサッ
カーをすることができました。
全国大会ではくいののこらないように
全力でやることができました。これか
らも応えんよろしくお願いします。

11 佐々木慧翔（船越小）
みんなで協力してあきらめないでいけ
たのでとてもうれしかったです。全国
大会ではみんなで勝ちとったので真剣
にプレーをして応援してくれた人を
がっかりさせないようにプレーをでき
てよかったです。
ほんとうにありがとうございました。

13 嶋﨑瑠希人（船越小）
相手が自分に足りないところをおしえ
てくれた。全国には強い相手がたくさ
んいたので自分も負けないようスキル
アップしていきたい。強い相手と試合
ができてよかった。応援をしてくれた
人には鹿児島まで来て自分たちを応援
してくれてうれしかった。ありがとう
ございました。

14 鎌田　逢斗（船越小）
全国大会では良い経験ができました。
これからも、感謝の気持ちをわすれず
にプレーしていきたいです。
ありがとうございました。

15 鈴木　大斗（美里小）
グループリーグで敗退してしまいまし
たが全力をつくしてがんばりました。
応えんしてくれてありがとうございま
した。

16 設楽　七海（渟城西小）
全国大会は、きんちょうしたけど応援
してくれた人や寄付してくれた人のた
めにがんばれたのでよかったです。応
援ありがとうございました。

JFA 第43回全日本U-12サッカー選手権大会出場 ご支援の御礼
　この度はJFA 第43回全日本U-12サッカー選手権大会出場に際しまして地元の皆様をはじめとする県内外の皆様方、並びに企業、団体等の皆様
方より頂戴した激励と称賛のお言葉、心温まる多大なご支援を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
　大会は鹿児島県鹿児島市の鹿児島ふれあいスポーツランドにおいて、１次ラウンド初戦を12月26日に茨城県代表の鹿島アントラーズつくば
ジュニアと対戦し１対６で敗戦しましたが、続いての第２戦は鳥取県代表の鳥取KFCと対戦し２対０で勝利し、全国大会初勝利を飾ることができ
ました。翌27日の１次ラウンド最終戦は福井県代表の金津JFCユナイテッドと対戦し4対2で勝利し、２勝１敗のグループ２位となりましたが、
残念ながらグループ２位同士での得失点で及ばず決勝ラウンドへの進出は叶いませんでした。
しかしながら全国大会へ初出場し２勝を挙げ選手が大きく成長できましたことは、皆様方からの温かなご声援、ご支援の賜物であります。
この経験を活かしサッカーを通じて近い将来地域を支えていく人材を育成して、地域へ恩返しをさせていただきます。
　最後になりましたが皆様方の益々のご清栄をお祈り申し上げますとともに、今後とも、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　本来ならば、直接お伺いした上、御礼を申し上げるところ、略儀ながら書中をもって御礼とさせていただきます。

NPO法人 Athletic Club GROWTH 理事長　仲塚　輝美

全国大会出場に際して、応援・ご支援くださった皆様へ
選手からお礼のメッセージをお伝えします。

無料体験会実施中
お気軽にご連絡ください

電話に出れない場合は折り返しご連絡をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ

℡090-2274-5669 mrhrw265@yahoo.co.jp
メールにはお名前、学年、ご連絡先を記載してください。
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活動を応援しています。
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募集中
サッカー・ソフト

テニス
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選手からお礼のメッセージ

アスレチック クラブ グロース

全国大会出場に際して

潟上市昭和大久保字北野細谷道添73-484
TEL 018-853-5971 FAX 018-853-7704

秋田県公安委員会　第 231110000339号

http://www.trust-trading.jp/
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◇目的を達成するために次の特定非営利活動を行います。
（1）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
（2）子どもの健全育成を図る活動
（3）まちづくりの推進を図る活動
（4）社会教育の推進を図る活動
 ◇上記の活動を展開するため、次の事業を行います。
（1）総合型地域スポーツクラブの育成、運営事業
（2）スポーツ全般における小学生及び中学生年代の育成、普及に関する事業
（3）スポーツ施設・合宿所等の保有及び管理、運営事業
（4）スポーツ大会の企画、運営事業
（5）スポーツ教室の企画、運営事業
（6）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 ■地域貢献①
　　総合型地域スポーツクラブを運営し、多種目にわたり、年齢、興味・関心、体力、技術・技能レベル
等に応じたスポーツ活動のほか、地域住民に対するスポーツの振興と交流、普及に関する事業を実施
し、子どもの健全育成及び生涯スポーツ社会の実現、さらに競技力の向上を図ってまいります。そし
て、この町に住む子どもたちの「笑顔」や「夢」、「未来」を育み、地域住民が「生きがい」や「楽し
み」を見つけられるクラブを目指し活動しております。
■地域貢献②
　　交流人口を増やすために各種スポーツ大会を開催しております。2018年度は、20のサッカー大会、
フットサル大会を開催し、10,000人以上が男鹿市へ訪れ、また、延べ約500人以上が宿泊をしており
ます。更に、県外からご参加いただいたチームは観光地を訪れており、スポーツを通じた交流と観光振
興を図っております。
■地域貢献③
　　幼稚園年長から中学3年生までの育成年代のサッカークラブとソフトテニスクラブを運営し、一貫し
た指導を実践しております。また、県内外への遠征、育成年代の大会運営等の様々な経験を通じて人間
力を育成しております。
■地域貢献④
　　子ども達が地元へ帰ってきて誇りを持てるよう、数年後に社会人のトップチームを創設します。そこ
で活躍する選手が地元でサッカーができるよう、スポーツ施設及び合宿施設の管理運営を行い、そこで
就職先の受け皿となるよう取り組んでまいります。
■地域貢献⑤
　　Jリーグチームのアカデミーの指導者を招聘し、夏と冬にサッカークリニックを開催しております。
また、ソフトテニスのトッププレイヤーを招聘し、ソフトテニスクリニックも開催しております。レベ
ルの高い指導を肌で感じ、トップ選手として飛躍できるよう活動をしております。今後は他の競技につ
いても実施してまいります。
□まちづくり
　　地域貢献がまちづくりへ発展するよう活動してまいります。

　目的と活動内容等をご理解いただき、ご支援
いただける法人（団体）及び個人を募集しており
ます。
　我々はスポーツを通じたまちづくりと地域の発
展に寄与したいと考えております。皆様方にいた
だいた会費は法人の活動資金に充てられます。
　ご支援よろしくお願いいたします。
□賛助会員の種類と年会費
　○個人……………１口3,000円
　○法人（団体）…１口5,000円

　会費は法人の活動費に充てられます。また、
入会された会員の皆様は下記に掲げる特典を受
けることができます。
①法人（団体）会員は6口以上で当法人のホー
ムページ及び発行するチラシへのバナー広告
の掲載ができます。また、10口以上で更に
当法人が運行するマイクロバスへのバナー広
告の掲載ができます。
②個人会員は当法人ホームページへ個人名が掲
載されます。
③他に特典はありませんし、今直ぐに何もお返
しすることはできませんが…将来地域で活躍
する人間を育て、地域に還元します。子ども
たちが皆様や地域へ必ずお返しします。

私たちは、【地域に根ざし、誇れ、地域のシンボルとなるクラブを目指して】をビジョンとし、地域住民及び周辺
住民が、スポーツ活動を楽しめる環境づくりを進めるため、多種目にわたり、年齢、興味・関心、体力、技術・技
能レベル等に応じたスポーツ活動を実施するとともに、地域住民に対して、スポーツの振興と交流、普及に関する
事業を行い、子どもの健全育成及び生涯スポーツ社会の実現と競技力の向上を図り、地域コミュニティの核となり、
健康で文化的な地域社会の構築を目指し、スポーツを通したまちづくりと地域の発展に寄与することを目的とする。

『NPO法人 Athletic Club GROWTH』
【～地域に根ざし、誇れ、地域のシンボルとなるクラブを目指して～】 賛助会員募集
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http://www.growth-fc.com/

NPO法人 Athletic Club GROWTH
アスレチック クラブ グロース

TEL／090-2274-5669  FAX／0185-35-2901  E-mail／mrhrw265@yahoo.co.jp

【運営事業】◇GROWTH FOOTBALL CLUB（サッカー
クラブ）◇GROWTH SOFT TENNIS CLUB（ソフト
テニスクラブ）◇総合型地域スポーツクラブ Athletic 
Club GROWTH OGA　実施教室 / サッカー教室、ソ
フトテニス教室、ズンバほか　◇スポーツ大会の企画、
運営　◇スポーツ教室の企画、運営

NPO法人 
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活動を応援しています。

アスレチッククラブ グロース

アスレチッククラブ グロース
活動概要

GROWTH    
FOOTBALL CLUB

楽しい！から始めよう！ 楽しい！から始めよう！ 

グロース
ソフトテニスクラブ

随時

体験会
受付中

無料

体験会
実施中

TEL／090-2274-5669　FAX／0185-35-2901　E-mail／mrhrw265@yahoo.co.jpお気軽にご連絡くださいお気軽にご連絡ください

会員募集中
グロース
フットボール
クラブ

年長児から
始められるよ！

日本スポーツ協会公認コーチのレッスン
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企画　デザイン 編集　ホームページ 印刷物全般 看板・
サイン Ｔシャツ　 電子書籍　各種撮影 タオル　缶バッチ

潟上市天王字上江川47–1069

TEL 018-838-0117
FAX 018-878-7306
http://quick-katagami.com/

NPO法人 Athletic Club GROWTHの活動を応援しています。

TEL.0185-33-3151男鹿市北浦湯本字福ノ沢36

温泉旅館ゆもと
600年以上の歴史がある癒しの湯

子宝の湯

NPO法人 Athletic Club GROWTHの活動を応援しています。

バナー広告
掲載部分

GROWTH FOOTBALL CLUB Face book ▶

And More!!
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企画 デザイン 編集 ホームページ 印刷物全般 看板・
サイン Ｔシャツ 電子書籍 各種撮影 タオル 缶バッチ

潟上市天王字上江川47–1069

TEL 018-838-0117
FAX 018-878-7306
http://quick-katagami.com/

TEL.0185-33-3151
男鹿市北浦湯本字福ノ沢36

TEL.0185-25-3939
男鹿市脇本脇本字脇本156-1
http://www.kasuhomare.jp/

秋田県男鹿市の「おいしい」を作ります

粕誉れ／男鹿産とろとろわかめ／きりたんぽセット

温泉旅館ゆもと
600年以上の歴史がある癒しの湯

子宝の湯


