
HC HYOGO HEARTS　会長 岡花 宏明

　次の３つの理念を会員と共有し、すべての取り組みの軸として活動します。

HC HYOGO HEARTS

ごあいさつ

クラブの理念

クラブ広報 No.1
2017.3.16発行

～新たなクラブ「ハーツ」が遂に始動～

　HC HYOGO HEARTS 代表の岡花と申します。
　皆さまには、このたびのクラブ設立にあたり、その趣旨にご理解とご賛同をいただき、クラブを構成する会員としてご入会の手
続きをいただきましたこと、厚くお礼申し上げます。
　さて、平成29年4月、「HC HYOGO HEARTS」の活動が始まります。
　兵庫県のホッケーは古く、戦前から神戸市内では大学OBを中心に社会人チームが組織され、外国人有志らによるクラブ
「KR&AC」らとのプレーを楽しまれてきました。その後、昭和24年には兵庫県ホッケー協会が設立。また、昭和28～29年には関
西学院大学、神戸大学、甲南大学にもホッケー部が設置され、その後に組織された県内大学OBによる社会人チームや甲南
高等学校、甲南中学校らとともに、競技が親しまれてきました。しかしながら、いずれも大学スポーツを軸としたチームであるこ
とから地域とのつながりに乏しく、諸先輩方の尽力もありましたが、広く兵庫県内の皆さんにホッケーが普及することには難しさ
があったようです。
　平成18年開催の「のじぎく兵庫国体」開催決定を契機に、兵庫県のホッケーを取り巻く状況は変化します。篠山市が国民体
育大会ホッケー競技の会場地となったことを受け、平成12年には篠山ジュニアホッケークラブが発足。平成16年には篠山鳳鳴
高校に、平成17年には篠山市内の各中学校にホッケー部が設置され、篠山市では地域における選手育成のプランが進めら
れることとなります。
　平成18年の篠山・丹南・西紀中学校（男子）による全日本中学生ホッケー選手権大会第3位、平成20年の兵庫県代表チーム
（女子）による全国中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会準優勝、平成27年の篠山ジュニアホッケークラブ（男子）
による全国スポーツ少年団ホッケー交流大会準優勝などの活躍は記憶にも新しく、また、平成28年にはU-21日本代表として
篠山市出身の稲山巧選手がジュニアワールドカップを戦うなど、県内で育成を図った選手が広く国内外の舞台で活躍してい
ます。
　一方、小中学生期に充実した競技生活を過ごす反面、より高い競技的成功を目指し県外強豪高校への進学を志す選手も
多く、県内の高等学校や社会人のチームの強化、特に国民体育大会における兵庫県代表チームの競技的成功は未だ達成さ
れていません。また、篠山市においてホッケーが一定の定着をみたことにより、より広域的な競技普及や指導者、競技役員、マ
ネジメント担当者等の人材養成も課題となっています。
　このたび設立した「HC HYOGO HEARTS」は、こうした諸課題の解決を目指すとともに、ホッケーをプレーする選手はもちろ
ん、それらを支える家庭、地域、支援者、競技関係者らの豊かなスポーツライフに貢献できるクラブを目指し、ホッケー協会や
中高部活動と連携を図りながら、クラブ運営を進めます。皆さまの英知を結集し、多世代・多志向の会員が集うこの育成型ホッ
ケークラブの未来を展望したいと考えておりますので、一人ひとりのお力をお寄せくださいますよう、お願い申し上げます。

ＨＯＣＫＥＹ

日々の生活にホッケーを軸としたスポーツ活動を取り入れ、それぞれ

のライフステージに応じた活力ある生活の実現を目指します。また、育

成型クラブとして、選手自らが自身をマネジメントすることの習慣化を

促し、自立し高い競技力を発揮する選手への成長過程を歩むことのでき

る良い習慣の追求を図るとともに、ホッケーの教育的価値を表現します。

ＨＹＯＧＯ

兵庫県を拠点に活動するクラブとして、地域を愛し、地域とともに自

らの未来を拓くことのできる人材の養成を目指します。また、会員の一

体感ある取り組みにより兵庫県を代表するホッケークラブとしての機運を醸成するとともに、クラブの社会的

価値を追求し、誇りをもって地域に貢献できる活動にも取り組みます。

ＨＥＡＲＴＳ

多くの人々との関わりと日々のチャレンジの中で、互いを思いやり、ルールや礼節、フェアプレーを重んじ、

誠実で豊かな人間性を育むことを目指します。また、人々の心、身体、社会にとっての健康を追求し、関わる

多くの人々が生きがいを持ち、笑顔や感動を共有できる場の創造を目指します。

公式サイト http://hyogohockey.web6.jp/hc-hyogo-hearts/ 連絡先 hchyogohearts@yahoo.co.jp



　次のとおり、平成２９年度の定時総会を開催します。会員の皆さまのご出席をお願いいたします。

　出席いただいた方には、東京オリンピック・パラリンピック公式ピンバッジをプレゼントします！

平成２９年４月９日（日）１２：００から

篠山総合スポーツセンター　２階　剣道場
HC HYOGO HEARTS 個人会員（中学生以下の会員はその保護者）
HC HYOGO HEARTSの組織について
平成２９年度事業計画（案）・収支予算（案）について

　男子トップチームは、西日本２部リーグ所属。１部昇格を目指します。

　２０１７シーズンの試合会場はすべて篠山総合スポーツセンターです。皆さん、熱い応援を！！！

4 月 9 日

4 月 2 3 日

5 月 7 日

6 月 2 5 日

7 月 2 日

7 月 2 3 日

※２部リーグ１位の場合は、１部最下位チームとの入れ替え戦へ進むことができます。

男子トップチームメンバーのご紹介

関学大→篠山BB→HEARTS

ホッケー歴

三ノ宮ｽﾎﾟ少→瑞穂中→須知高→関学大→京都WB→篠山BB→HEARTS

篠山Jr.→丹南中→立命館高→立命館大→篠山BB→HEARTS

広島大→NoReazon→K&K→篠山BB→HEARTS

23

篠山BB→HEARTS

竹野ｽﾎﾟ少→蒲生野中→須知高→関学大→篠山BB→HEARTS

年齢

35

32

33

37

37青野　大地

19

山田　栄仁 30

天龍ホッケーチーム（岐阜県各務原市）

Po.

DF

勤務先

篠山市教育委員会

出身

京都

DF 和歌山 りんくう総合医療センター 田辺高→関学大→篠山BB→HEARTS

兵庫

京都 篠山市教育委員会 三ノ宮ｽﾎﾟ少→瑞穂中→須知高→関学大→京都WB→篠山BB→HEARTS

25 北海学院高→関学大→篠山BB→HEARTS

武田　冬磨

飯塚　勝己

FW

MF

ユニトピアささやま

広島山陽クラブ（広島県広島市）

伊吹クラブ（滋賀県米原市）

京都クラブ（京都府京都市）

9:30

（日） 11:30

（日） 9:30 篠山総合スポーツセンター 命友ホリーズ（京都府京都市）第５戦

第６戦

（日）

篠山総合スポーツセンター

篠山総合スポーツセンター

篠山総合スポーツセンター

開始時刻

12:00

篠山総合スポーツセンター

会場

（日）

12:00

第２戦

（日） 14:00 篠山総合スポーツセンター

第３戦

第４戦

（日）

対戦相手

京都ワイルドボアーズ（京都府京丹波町）

男子トップチーム2017シーズンのリーグ日程が決定！

【重要】平成２９年度定時総会開催のご案内

と　　き

と こ ろ

出席対象
内　　容

第１戦

試合 期日

大塚商会

兵庫

北海道

27 篠山鳳鳴高→関学大→篠山BB→HEARTS

24 篠山Jr.→篠山中→天理高→関学大→篠山BB→HEARTS

FW

FW

サンエース兵庫

兵庫

38 沼宮内高→日本精工→篠山BB→HEARTS

23 篠山Jr.→丹南中→天理高→朝日大→篠山BB→HEARTS

鈴木　寛之

岡本　尚也

FW

FW

味間こども園

オリザ油化

岩手

兵庫

18 篠山Jr.→丹南中→篠山鳳鳴高→篠山BB→HEARTS

安達　圭祐

倉橋　　歓

22 篠山Jr.→丹南中→天理高→山梨学院大→HEARTS

22 篠山Jr.→丹南中→天理高→東京農業大→HEARTS

稲山　　誠

押部　貴嗣

GK

MF

アクティオ

大阪市中央青果

兵庫

兵庫

36 関学大→KGｸﾚｾﾝﾂ→篠山BB→HEARTS

25 伊吹山中→伊吹高→関学大→篠山BB→HEARTS

小崎　賢志

堀江　幸太

GK

GK

新日鉄住金

岩谷瓦斯

大阪

滋賀

MF

GK

篠山市消防本部

ALSOK兵庫

兵庫

兵庫

33 夕陽ヶ丘高→摂南大→SETS→篠山BB→HEARTS濱田　祥彰 DF 西日本コベルコ建機大阪

30 大谷中→大谷高→法政大→篠山BB→HEARTS

丹南中→篠山BB→HEARTS

DF

GK

アラカワ澱粉

南九州大学

京都

役職

監督

主将

氏名

岡花　宏明

河野　元秀

村上　博信

村田　賢俊

東　　洋行

荒川厳一朗

石井　裕貴

田中　　亮

小野田洋介

選手

岡花　宏明 35 DF

兵庫

香川

兵庫

京都

京都

篠山市教育委員会

神戸市立小学校

篠山市役所

住友生命

祇園むら田

MF

FW

FW

DF

DF

22 篠山中→天理高→関西学院大→HEARTS

22 篠山Jr.→丹南中→箕島高→福井工業大→HEARTS



▼活動カテゴリ
活動カテゴリとして次の４ステージに区分します。

チャレンジステージ

アカデミーステージ

トップステージ

エンジョイステージ

▼練習プラン

活動にあたりご用意いただくもの
・ホッケースティック（新規競技者にはプレゼントできる場合があります。）

・ホッケー用すねあて（必要に応じて購入案内しますので、お問い合わせください。）

・ホッケーシューズ（サッカー用ポイントスパイクシューズは不可）

・ホッケーノート（準備が整い次第、配布予定です。）

・運動のできる服装、飲料、帽子、防寒着、タオルなど

※その他、大会参加や宿泊等の場合は、別途ご用意いただくものをお知らせします。

※クラブ公式ウエアの購入も案内しています。購入は任意です。詳しくは、ウエア案内のチラシをご覧ください。

甲南大学　六甲アイランド体育施設
グラウンド（サンドベース人工芝）

（神戸市東灘区向洋町中8丁目2）

甲南大学ホッケー部が日常練習する土グラウンドです。クラブの広域的
活動を支える活動拠点として、主に週末に阪神エリア在住・在学会員が
練習する場所として予定しています。

ここに記載の施設のほか、様々な地域や人々との関わりの中で練習プランを提案する場合があります。（活動拠点となりえる施設がありま
したら、ぜひクラブ代表まで情報提供願います。）
受益者負担と公平性確保の観点から、クラブ会員でない方（体験の方を除く）がハーツの練習に参加される場合は、1回あたり200円の負
担金をお願いいたします。（指導者配置、競技用品、広報等にかかる費用として）

篠山市立城南小学校　体育館

（篠山市小枕１２０）

チャレンジステージ、アカデミーステージ、エンジョイステージの会員がホッ
ケーに親しむ場として、夜間にインドアホッケー用具で練習します。

ＨＥＡＲＴＳのホームグラウンドです。
週末を中心にすべてのカテゴリの練習会場となります。
また、各カテゴリの試合会場にもなります。
トップチームの試合はクラブみんなで応援しよう！

平日夜間にインドアホッケー用具で練習します。
トップチームの練習として実施するほか、クラブの地域貢献活動として地
元中高生へのホッケースクール（1回1名200円）も開催します。

篠山総合スポーツセンター
人工芝グラウンド（ロングパイル）

関西学院大学　西宮上ヶ原キャンパス
陸上ホッケー部練習場

関西学院大学　神戸三田キャンパス
グラウンド（サンドベース人工芝）

（西宮市上ヶ原一番町１－１５５） （三田市学園２－１）

関西学院大学陸上ホッケー部が日常練習する土グラウンドです。クラブの広
域的活動を支える活動拠点として、主に週末に阪神エリア在住・在学会員が
練習する場所として予定しています。

関西学院大学陸上ホッケー部が日常練習する人工芝グラウンドです。週
末を中心に、丹波エリア在住・在学会員と阪神エリア在住・在学会員が
合同で活動できる拠点施設として予定しています。

社会人やトップチームで活動しない高校生、大学生を対象とします。生涯にわたり、人とふれあい、ホッケーに親しみ、日々
の生活がより豊かなものとなることを目指します。主にマスターズ世代を対象とした近隣の大会にも出場し、会員の親睦を深
めます。

練習スケジュールや会場は、兵庫県ホッケー協会サイト内にある「ＨＣ ＨＹＯＧＯ ＨＥＡＲＴＳ」のページにてお知らせしま
す。おおまかには次のような練習プランを予定しています。

篠山市立丹南中学校　体育館

（篠山市郡家４５１－４） （篠山市味間新１９２）

小学校低学年や幼児を対象としたカテゴリです。ホッケーはもちろん、仲間とともスポーツや遊びに親しみます。様々な身体
の動きを体験し、特にこの世代にとって成長がみられる神経系の発達を促し、骨格や筋の成長が進むアカデミーステージ
においてより大きな運動能力が得られるよう備えます。兵庫県内や近隣の大会に出場予定で、状況に応じてアカデミース
テージのメンバーとともに活動することとなります。

小学校高学年、中学生（ホッケー部設置校の生徒を除く）を対象としたカテゴリです。ホッケーの基礎技能の習得やグルー
プでの戦術について理解を深めます。トップステージへ向かう前のカテゴリとして、選手自らが自身をマネジメントすることの
習慣化を促し、豊かな人間性と高い競技力の獲得に向けた成長過程を追求します。

社会人や大学生、高校生（ホッケー部設置校の生徒を除く）を対象に、クラブのトップチームとして高い競技力を求め、活動
します。育成型クラブの目指すべき姿として、チームや選手の競技的成功はもちろん、地域社会やクラブのアカデミーに対
しても貢献できる人材の育成を目指します。

ハーツの取り組みをご紹介します



▼彩りある取り組み、地域貢献の取り組み
できることから順次取り組んでまいります。皆さんのご協力をお願いいたします。

ホッケーノート、スタンプカード

生活や練習を記録するためのノートを活用。セルフマネジメントの習慣化を進めよう！おたのしみスタンプカードも。

トップアスリートによるホッケースクール

ホッケー協会や行政等と連携し、国際経験豊富なトップアスリートによるホッケースクールを開催します。

ウエア、グッズの制作

クラブに関わる皆さんの一体感を醸成するアイテムとして、クラブロゴやカラーをデザインしたウエア等を制作します。

Ｗｅｂサイト、広報誌、ブース出展

クラブの魅力、ホッケーの魅力、皆さんの魅力をこまめに発信していきます。見てね！

キッズスポーツ

体操、水遊び、陸上、武道など、遊びの中で様々な動きや学びを。仲間と一緒に心と体を楽しく刺激しましょう。

ランニングクリニック

ランニングの専門家から、楽しく正しく走り方を学びます。速く、長く、機敏に。様々な動きを学びましょう。

食育セミナー・クッキング

自分の体と心をつくる大切な食事。自分で自分の食事をマネジメントできるよう、講義や実体験を通じて学びます。

バザール

大きく成長したお子さんのホッケー用具や衣類、おうちで眠っていませんか？有効活用のためみんなでバザール。

フォトコンテスト・写真展

「笑顔」「感動」などをテーマにコンテスト開催。展示もしてクラブの魅力、ホッケーの魅力を広く発信しましょう。

観戦応援デー・観戦ツアー

トップチームはクラブのシンボル。みんなで観戦応援しよう！国体などでも、クラブ所属選手の活躍にも注目！

清掃活動

ホッケー場の清掃はもちろん、大そうじイベントへの参加、マラソンコース清掃など、地域貢献活動を行います。

大会開催支援

ホッケー競技会やマラソン大会等の運営にクラブの人材を派遣し、地域のスポーツイベントを応援します！

出前式ホッケー教室

学校、ＰＴＡなどの各種組織が企画される活動に、講師を派遣。多くの方にホッケーに魅力をお伝えできれば！

人材育成

マネジメント、コーチング、アンパイアなど各種資格の取得や更新を支援し、将来に向けた人材の育成を進めます。

【体験参加をご希望の方へお知らせください】

クラブでは随時体験参加や見学を歓迎しています。練習日時

等をご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

ただし、体験参加や見学の方を対象にクラブとして傷害保険等

に加入することはいたしません。クラブでは怪我等がないよう安

全管理に努めますが、もしも怪我等なされたときは個人（家庭）

の責任においてご対応願います。



※スタッフの配置は適宜調整します

▼会員登録の自動更新について

ＨＣ ＨＹＯＧＯ ＨＥＡＲＴＳは多世代の会員により構成されるクラブです。すべての世代にご参加いただけるクラブであるた
め、原則、引退やブランクといった期間は存在しません。このため、入会後、会員登録は年度ごとに自動更新となります。

「クラブとして会員対象外としております中高ホッケー部設置校への進学が決まったとき」、「住所・連絡先など会員登録情報
に変更が生じたとき」、「退会を希望されるとき」など、変更が生じる場合はクラブまでご連絡をお願いいたします。

岡花　宏明

河野　元秀

上田　篤

田中　亮 トップステージ（男子） トップアスリートスクール、講師派遣

フォト、清掃活動

主な担当範囲
担当者

マネジメント部門 コーチング部門 イベント部門

総括、会議、会員登録、スケジュール
管理、会計、渉外、広報、保険、ノー
ト、トップステージ（男子）

全カテゴリ
キッズスポーツ、トップアスリートスクー
ル、講師派遣

全カテゴリ
体験デー、トップアスリートスクール、
講師派遣、地域イベント支援

全カテゴリ

施設予約・利用調整（丹波地域）、
ノート、チャレンジステージ、アカデ
ミーステージ

施設予約・利用調整（阪神地域）、トッ
プステージ（女子）

施設予約・利用調整（阪神地域）

ウエア・グッズ

数元　亜佐美

高園　和美

中野　重巳

ウエア・グッズ

ウエア・グッズ

ウエア・グッズ

林　美枝

小林　保雅 エンジョイステージ

エンジョイステージ

西田　悦子

田中　ゆきの

鈴木　寛之

河南　宏樹

武田　冬磨

武田　美登利

尾口　宏美

岩木　太一朗

倉橋　歓

安達　圭祐

チャレンジステージ

佐々木　由美

西牧　浩子

チャレンジステージ、アカデミーステー
ジ

チャレンジステージ、アカデミーステー
ジ

アカデミーステージ

アカデミーステージ

アカデミーステージ

アカデミーステージ

トップステージ（女子）、アカデミース
テージ

カフェ、バザール、ツアー

ブース出展、清掃活動、地域イベント
支援

ブース出展

ブース出展

体験デー、キッズスポーツ、ブース出
展、ランニング

体験デー、キッズスポーツ、講師派
遣、ブース出展

ブース出展

ランニング、フォト、清掃活動

フォト

体験デー、キッズスポーツ、フォト、地
域イベント支援

飛田　尚彦 アドバイザー

小野田　洋介 アカデミーステージ

体験デー、キッズスポーツ、講師派
遣、ランニング、清掃活動

ランニング、食育セミナー、クッキン
グ、清掃活動

食育セミナー、クッキング

カフェ、バザール、ツアー

小林　江理子 カフェ、バザール、ツアー

▼クラブのスタッフをご紹介します



▼京丹波町ホッケーフェスティバル参加について
次のとおり大会が開催されます。ハーツも参加しますので、皆さんの出欠をご報告ください。

平成２９年４月３０日（日）　※２９日（土）には中学生の部が開催されます。

グリーンランドみずほ人工芝ホッケー場（京都府京丹波町大朴皿引）

一般男子、一般女子、小学男子、小学女子

一般男女混合フレンドリー（インドア用具使用、女子２名以上プレー必須）

・現地集合、現地解散とします。

・集合は午前8時頃を予定（競技日程に応じて設定）、解散は競技結果によります。

・昼食、飲料は各自ご持参ください。

・ユニフォームは各カテゴリマネジメント担当者から案内します。

・高校生は一般の部（または一般男女混合フレンドリー）での参加となります。

・幼稚園、保育園児は出場できません。

・出欠確認後、各カテゴリスタッフと相談の上、出場チームを編成します。

全会員、平成２９年３月３１日（金）までに出欠をお知らせください。

出欠は、クラブメールアドレス（hchyogohearts@yahoo.co.jp）へご連絡ください。

▼ささやまカップ（中学生の部）開催について
次のとおり大会が開催されます。ハーツとしても大会運営を支援します。可能な範囲でご協力ください。

平成２９年５月２７日（土）、２８日（日）の２日間

篠山総合スポーツセンター人工芝グラウンド

中学男子、中学女子

①清掃活動

　開催前週の５月２０日（土）午前練習終了後、グラウンド及び周辺を清掃。

　可能な範囲でご協力ください。

②運営スタッフ（審判員、記録員等）の派遣

　有資格者のほか、社会人・大学生・高校生等で協力いただける方は応じてください。

　詳しくは、各カテゴリマネジメント担当者から依頼します。（昼食弁当は支給されます）

③前日の会場設営作業

　５月２６日（金）午後３時から午後７時まで設営作業を実施予定。可能な範囲でご協力ください。

　設営完了後は、午後７時まで人工芝を利用いただいてかまいません。ぜひお越しください。

▼平成２９年度の競技会開催予定
　関連のある競技会開催情報を記載しています。スケジュール管理にご活用ください。

　未定の大会も含め、今後、詳細な情報が入り次第、皆様にも展開していきます。

アカデミーステージ会員保護者の皆さま

　平成29年度の全国スポーツ少年団ホッケー交流大会は、山口県での開催です。

　参加対象は小学4年～6年会員です。あらかじめ対象学年の会員はご予定をお願いいたします。

　詳しくは後日諸設定を進めます。

全日本中学生ホッケー選手権大会

SASAYAMA2020ホッケー交流大会

メルヘンの森スポーツ公園（大分県玖珠町）ほか

篠山総合スポーツセンター

と　き

ところ

種　別

支援内容

と　き

ところ

種　別

諸条件

出欠報告

10月28日(土)

10月29日(日)

11月19日(日)・23日(木)予定

12月3日(日)

ささやまカップ（小学、マスターズ）

ささやまカップ（一般・高校）

兵庫県ホッケー選手権大会

わくわくホッケースタジアム！

篠山総合スポーツセンター

篠山総合スポーツセンター

篠山総合スポーツセンターほか

篠山総合スポーツセンター

6月16日(金)～18日(日)

7月2日(日)予定

7月23日(日)予定

8月5日(土)～8月6日(日)

8月4日(金)～8月7日(月)

8月11日(金)～8月13日(日)

8月19日(土 )～8月21日(月)

9月3日(日)

期日 会場

全国高等学校総合体育大会ホッケー競技近畿予選

全日本社会人ホッケー選手権大会近畿予選

全日本中学生ホッケー選手権大会兵庫県予選

近畿中学総合体育大会ホッケー競技

競技会

篠山総合スポーツセンター

篠山総合スポーツセンター

篠山総合スポーツセンター

グリーンランドみずほ

玖珂総合公園（山口県岩国市） 全国スポーツ少年団ホッケー交流大会

篠山総合スポーツセンター、グリーンランドみずほ 国民体育大会近畿ブロック大会



　女子トップチームは、西日本交流大会（近隣女子チームによるリーグ戦）を戦います。

　２０１７シーズンは、篠山総合スポーツセンターで５試合が開催されます。皆さん、熱い応援を！！！

4 月 1 6 日

6 月 3 日

6 月 1 0 日

7 月 9 日

7 月 1 7 日

8 月 6 日

8 月 2 0 日

1 0 月 2 2 日

メモ欄

和歌山クラブ（和歌山県）

女子トップチーム2017シーズンのリーグ日程も決定！

試合 期日 開始時刻 会場 対戦相手

第2戦 （土） 10:00 篠山総合スポーツセンター 福井クラブ（福井県越前町）

第１戦 （日） 12:00 グリーンランドみずほ 京都クラブ（京都府京丹波町）

第６戦 （日） 10:00 篠山総合スポーツセンター 滋賀クラブ（滋賀県米原市）

第３戦 （土） 10:30 篠山総合スポーツセンター 滋賀クラブ（滋賀県米原市）

第４戦 （日） 10:00 篠山総合スポーツセンター 聖泉大学（滋賀県彦根市）

第５戦 （月） 13:30 グリーンランドみずほ 福井クラブ（福井県越前町）

第７戦 13:00 篠山総合スポーツセンター 和歌山クラブ（和歌山県）〃

・・・大切なお知らせ・・・
　ＨＣ ＨＹＯＧＯ ＨＥＡＲＴＳでは、この広報誌のほか、適時にご案内すべき案件については、メールによる連絡を予定して
います。メールは、入会申込の際に登録いただいているメールアドレスに送信いたします。
　メールのご確認にあたっては、次の点にご注意ください。

▼メール受信設定
　①hchyogohearts@yahoo.co.jpからのメールを受信できるようドメイン指定などをしてください。
　②メール本文にURLを含む場合がありますので、URL付メールを受信できるよう設定してください。
　③PDF、Word、Excel、JPEGなどのファイルを添付する場合があります。
　　できる限り閲覧できるよう備えてください。
　　閲覧が難しい場合は、別途ご提示できる方法を検討しますので、発信者までご相談ください。

▼メールのご返信・ご回答
　①hchyogohearts@yahoo.co.jpは、クラブのメールアドレスです。
　　個人間の連絡には不向きですので、予めご承知ください。
　②出欠などの回答を求める場合があります。円滑に進めるため、期限までにご回答をお願いいたします。

第８戦 （日） 9:30 グリーンランドみずほ 京都クラブ（京都府京丹波町）

第９戦 13:30 グリーンランドみずほ 聖泉大学（滋賀県彦根市）〃

第１０戦 （日） 13:30 グリーンランドみずほ



・岡花コーチが欠席のときは、申し訳ありませんが、スタンプは押せません。
・使用期限を設けています。期限を過ぎたカードは無効となります。

下のスタンプカードを切り取ってお使いください。
↓↓↓

HC HYOGO HEARTS
チャレンジステージ・アカデミーステージ会員限定

わくわくスタンプあつめ！

ハーツのれんしゅうやしあいのときに、おかはなコーチからスタンプをもらおう！
スタンプが１０こあつまったら、プレゼントがもらえるよ！おたのしみに！
（おかはなコーチがいないひは、スタンプはもらえません。ごめんなさい。）

1 2

ハーツのスタンプカード

実施条件

・スタンプが１０個集まれば、記念品をプレゼントいたします。

・スタンプは練習や観戦１回につき１個押します。
　１日のうち会場が異なる場合は２個押します。（例：午前練習がスポーツセンター、夜間練習が体育館）
　１日のうち内容は異なるが会場が同じ場合は１個のみです、（例：午前試合観戦、午後練習）

・このイベントは、ＨＣ ＨＹＯＧＯ ＨＥＡＲＴＳのチャレンジステージ、アカデミーステージ会員のみ参加できます。
・練習に参加したとき、試合を観戦したとき、スタンプカードに岡花コーチからスタンプを押してもらってください。

げんきなえがお、おおきなこえで、
スタンプをもらいにきてね！
ホッケーじょうで、まってます！

・１人につき１枚のみ、スタンプカードを使用できます。

✂　　　　✂　　　　✂　　　　✂　　　　✂　　　　キリトリ　　　　✂　　　　✂　　　　✂　　　　✂　　　　✂

3

10

なまえ

スタンプが１０こあつまったら、
このカードをおかはなコーチにわたしてください。
プレゼントをよういしておきます。

きげん

このカードのきげんは、
２０１７ねん９月３０日です。

4 5 6 7 8 9


