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初めに初めに初めに初めに
保護者の皆様方には日ごろの活動にご理解とご協力を賜り心より

感謝申し上げます。 入団に関してのご案内です。

•このチームは基本的に“日本式の野球”を習得し個人のレベルの向

感謝申し上げます。 入団に関してのご案内です。

このチ ムは基本的に 日本式の野球 を習得し個人のレベルの向
上、チームワーク、スポーツマンシップ、礼義作法をお子様たちに学
んで頂くことを目的とします。
＊ウオーミングアップ方法など練習方法自体も日本人にマッチしたウオ ミングアップ方法など練習方法自体も日本人に ッチした
方法で行います。できるだけ怪我等の予防に努めます。

•できるだけ多くの情報を公開し、皆様方からのご意見等をチーム運
営に反映いたします。

•日本の少年野球団（リトル、シニアリーグ、ボーイズリーグ所属
チームとの交流を活発化させて、日米の野球の違いでも対応できる選
手を育てて行きます。



組織体制組織体制組織体制組織体制

保護者皆様方には積極的にチームに携わって 監督コーチ陣共に保護者皆様方には積極的にチ ムに携わって、監督コ チ陣共に
子供の成長を見守るというスタンスでの組織体制です。 決して運営
側が独断で運営するものではありません。

•役員を設置しています
それぞれの役職は原則ボランティアで活動します。
役職は年に一回見直し、役員、保護者会で信任します。役職 年 回見直 、役員、保護者会 信任 す。

•コーチスタッフを各年齢別に設定しています
きめ細かいコーチングを実現させるための対応です。
コーチの質、技術を高めるために外部との交流も積極的に行います。
また、監督、一部のコーチには一定の報酬および経費を支払います。



組織体制組織体制

•会長 ： 青木

チームチーム役員役員

会長 ： 青木
•広報 ： 和田氏
•会計 ： 澤村氏
•会計監査 ： 会長、保護者会長会計監査 会長、保護者会長
•スコアキーパー ：

また各年代から一名お願いします。

チーム保護者会チーム保護者会

•現在は存在ません。

今後、各年代、地域（トーランス、アーバイン）にて、結成していき
たいと考えています。 親御さん同士の交流を深めていただく意味で
も必要な組織と考えていますので、今後議論の末進めていきたい所存
です。



組織体制組織体制

コーチングスタッフコーチングスタッフ

•総監督 ： 西村

•コーチ ： 青木(U14)

大川（ま）(U10)

澤村(U14~U10)

角田（舜）(U14~U10)

堀井(U10)

的野(U12)

吉海(U14)

和田(U12)

Larry(U14~U10)

中川(U10)

澤田(U12)



グラウンド・施設および練習日グラウンド・施設および練習日

•2014年内

曜日 場所 時間
日曜日 ： West Torrance High School 9～15時（約6時間）g
水曜日 ： Wilson park Torrance             16～19時（約3時間）
金曜日 ： West Torrance high      16～19時（約3時間）

またはWilson park 

上記の日時場所で予定していますが、直前に変更になる場合がありますので
変更のある時は随時連絡係より、基本的にShutter flyで連絡いたします。
緊急の場合は電話連絡いたします緊急の場合は電話連絡いたします。

また、練習試合、公式試合出場の場合は 上述以外の日程でも行います。

試合（公式、練習問わず）最低月に一回は組むことを計画します。



費費用用
参加費

•U12 / U13 / Over ： Ask Price to lagrandslams@gmail.com / 月

•U10 Under ： Ask Price / 月

•日曜練習参加 ： Ask Price /日 （年齢は問わず）

Ask Price  / 日 （U8以下半日参加）

入会費 ： 頂きません。

保険費用 ： 実費を請求させて頂きます。（年間US$20程度とお考え

ください）

ユニフォーム ： 実費を請求させて頂きます。

練習試合費用 ： 基本頂きませんが審判への謝礼を実費で頭割。

練習試合は土曜日に組まれる ともあります練習試合は土曜日に組まれることもあります。

トーナメント ： US$35.00/ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（1day,2day 3day問わず一律です）



費用費用
西村監督個人指導レッスン料金

10回 Ask Price to lagrandslams@gmail.com

5回 Ask Price

1回 Ask Price 

特記：

•所属選手はこのレッスンへの強制されるものではありません。

•受講者、非受講者で、試合での選手起用などには全く影響しません。

•料金は予定無く改定されることがあります。



その他その他

• 半年に一度の『保護者総会』を実施し、保護者の方々の相互理解を深めて頂
き、チームの発展のために親睦を深めて頂く。

• 役員会は定期的に開催します。 議題にされたいことがありましたら いつ役員会は定期的に開催します。 議題にされたいことがありましたら、いつ
でも受け付けますので、会長または事務局長宛にご連絡ください。
• 月謝については、Torrance地域の有力トラベルチームと同等としています。

練習内容については、米式よりも充実させています。 ご意見についても会長
で受け付けますので忌憚ないご意見をお願いしますで受け付けますので忌憚ないご意見をお願いします。
•年間通じて週三回の練習を実施します。
また、近々練習メニューを公開し、育成プログラムを準備します。

• 選手名簿（連絡網）作成に何卒ご協力ください。 お預かりした個人情報は選手名簿（連絡網）作成に何卒ご協力ください。 お預かりした個人情報は
チーム内の連絡に限り使用させて頂きます。

• 夏季、冬季など長期の休暇の際のキャンプについては別途特別プログラムを
組み、費用も別途頂戴することもあります。

遠征に いては 内容を吟味し参加価値の高いものには積極的に参加します• 遠征については、内容を吟味し参加価値の高いものには積極的に参加します。
その際の費用は別途必要とお考えください。
• スポンサー、ご寄付は 何卒前向きにご検討くだされば幸いです。
•個人の事情にはできる範囲で配慮いたしますのでご相談ください。個人の事情にはできる範囲で配慮いたしますのでご相談ください。

•当チームは日本式野球を標榜しており、基本的にチーム野球を指導します。
よって、各年代ともにできる範囲で最優先でスケジュールを組んで頂きたくお
願いいたします。



フェイスブックページ

https://www.facebook.com/grandslams

シャッターフライページ

https://lagrandslams.shutterfly.com/

定期的な練習 試合開始 集合時間などのル ティ ンの定期的な練習、試合開始、集合時間などのルーティーンの
連絡は主にシャッターフライから連絡が入るように
なっています。
急な変更などの際は コーチから連絡が入ります急な変更などの際は、コ チから連絡が入ります。
不明なことがあれば青木または各年代のコーチにご遠慮なく
連絡を入れてください。
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First Name :                                                          
Last Name :                                                          
Date of Birth :                                                      
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Grade :                                                                
Gender :              Male           Female                     
School Name :                                                      
H  Add                                                      Home Address :                                                    
City :                                                                  
State and Zip :                                                      

Parents / Guardian Information 

Fi t N                                                           First Name :                                                          
Last Name :                                                           
Phone number :  Home :                                         

Cell 1:                                      Cell 1:                                      
Cell 2:                                      

E-mail address 1 :                                                   
E-mail address 2 :                                                   E-mail address 2 :                                                   
Emergency contact ;                                              


