山田くらぶ及び Yamakura.jr《お知らせとご協力のお願い》
1.

入会の手続きと成立

下記のア．イ．の手続きをお願いします。

ア．入会申込書を写メの上、下記のメールに添付し送信お願いします。
＜事務局入退会担当 宛＞ yamakura221996@gmail.com
イ．入会申込書（所定の様式をダウンロード）の郵送による受理と入会金・スポーツ安全保険代・月
会費の受領時に成立する。
＜郵送先＞〒566-0021 摂津市南千里丘 5-13-3204
大久保隆史 （山田くらぶ）
TEL090-3929-0357 FAX06-6876-4485 yctaka22@gmail.com
※メール連絡により、
「スポーツ安全保険」へ加入します。
（加入手続き完了後、連絡いたします。
連絡のあるまでの、練習・試合への参加は自己責任にてお願いします。加入手続きには数日か
かる場合もありますので、ご了承ください。
）

2. 月会費等
山田くらぶ
４・５・６年 5000 円
山田くらぶ
１・２・３年 4500 円
Yamakura.jr 年中・年長
4000 円

入会金 2000 円（新規入会時のみ）
スポーツ安全保険代 800 円（年 1 回）

会費徴収方法について
①

納入方法
・１年間をⅠ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期の４期に分け、４月、７月、１０月、１月を納入月とします。
納入月にはホームページなどでおしらせします。
Ⅰ期分（４・５・６月）
・・４月中に納入
Ⅱ期分（７・８・９月）
・・７月中に納入
Ⅲ期分（10・11・12 月）
・・１０月中に納入 Ⅳ期分（1・2・3 月）
・・１月中に納入

② 振り込み金額
・１期分単位でお願いします。
・但し、数期分の振込みも可能です。
山田くらぶ
４・５・６年＠5000 円×３ヶ月＝15,000 円（1 期分）
山田くらぶ
１・２・３年＠4500 円×3 ヶ月＝13,500 円（1 期分）
Yamakura.jr 年中・年長 ＠4000 円×3 ヶ月＝12,000 円（1 期分）
入会金 2000 円＋保険代金８００円＋上記会費を一緒に入金してください。
サッカー協会個人登録費２０００円（登録者）大阪府スポーツ少年団登録費８００円（３年以上）
③ 振り込み先
山田くらぶ
三菱東京 UFJ 銀行 千里中央 支店 普通 4541751 大久保隆史
Yamakura.jr
三菱東京 UFJ 銀行 千里中央 支店 普通 488643 大久保隆史
④ 振り込みの注意
ａ．振り込み人は必ず子どもの名前でおねがいします。
ｂ．名前の前に必ず学年の数字をつける。
ex、新入会４年の山田秀人くんの場合 →（４ヤマダシュート）

ｃ．Yamakura.jr（幼稚園）
。スクール会員は名前の前に学年は無です。
ｄ．兄弟の場合は連名でお願いします。
（名前の前に学年をいれてください）
ｅ．三菱東京 UFJ 銀行千里中央支店千里山田出張所から同行のカードで平日振り込むと無料です。
＊保護者名義の場合はＡＴＭ画面上で必ず子どもの名前に変更することを忘れないで下さい。
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⑤ 兄弟在籍の場合は、2 人目から入会金は免除。会費は各々５００円引きとなります。
⑥ 休会の取り扱い
入退会担当への申し出により、翌月から認める。但し、休会中の会費はいただきません。
休会の理由の届け出が有る・時期が明確なもの以外は、６か月が経過したものは、自動的に
退会扱いとする。
⑦ 退会について
a.退会の成立は入退会担当へ申し出があった翌月からになります。
b.会費・諸費用等の未納金がある場合は前納後に退会は成立します。
c.会費の前払い分がある場合は返還します。
⑧ 納入状況の確認
通帳をもって行いますので領収のお知らせは致しません。
各自、振り込み控えを保管の上お忘れなく当該月に納入して下さい。
＊以上の内容を確認の上、別紙入会申込書に必要事項を記入し郵送して下さい。
＊スポーツ安全保険にはメール連絡後加入します。なるべく早く振り込みして下さい。

３．ユニフォームについて
a.HP 上申込用紙にて練習用ユニフォーム（白）を申込んで下さい。＊パンツ．ストッキング：指定品
金 額：8000 円～8500 円程度
納 期：２・３週間程
背番号：各学年のお世話係・連絡係さんに確認してください。
b.4 年からは、所定の試合用ユニフォームを別途購入する。
発注先：KAMO 千里店 豊中市新千里東町 1-3-149 せんちゅうパル 2F
TEL
06-6832-8599

４．スポーツ安全保険について
会員は必ず加入します。一年更新（４月 1 日～翌年３月３１日迄の期間） 年額８００円
〔内容〕
＊被保険者の所属する団体の管理下における活動中の事故および、所属する団体が指定する集合、解散場
所と被保険者の住所との通常の経路往復中の事故とします。
＊入、通院保険金の支払いは治療日数（入院日数および実通院）1 日目から補償。
《例；通院：１５００円（日額）
・入院：４０００円（日額）
》

５．試合について
試合毎に設定された学年とその学年以下から、監督・コーチが人選しチームを構成します。
当くらぶ主催の山田カップは、全員が出場できます。

☆練習会場への駐車
学校の危機管理体制の強化により、許可を受けた一部のスタッフの車以外、敷地内の駐車は禁止です。
子ども達の安全のためご協力をお願いします。
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Yamakura.Jr
サッカースクール規約（実施要項）
1. 名称及び所在、連絡先

12. 事故、負傷、盗難等の賠償責任

・ Yamakura.Jr.サッカースクール。
・ 摂津市南千里丘5-13-3204
連絡先

作成 2022年5月1日

以下「本スクール」。
スクール事務局

携帯：090-3929-0357

・ 活動実施時間（7.に記載）の事故等の賠償はスポーツ安全保険の適用範囲内で行う。

大久保隆史

FAX 06-6876-4485

・ 活動実施時間内外、移動中のいかなる場合も「本スクール」は一切賠償責任は負わないものとする。
Eメール：yctaka22@gmail.com

2. 目的

13. 入会の成立
以下の手続き等が確定した時点。

地域のサッカー好きの子ども達が楽しみながら、個々の技術向上が出来るよう指導するとともに、

・ スクール会員がスポーツ活動を行うに適した心身ともに健康な状態であることの確認。

健全なる心身の育成を図ることを目的とする。

・ 別途「サッカースクール入会申込書」を受理。（1のスクール事務局に郵送）

3. 対象

・ 月会費及び諸費用の入金とスポーツ安全保険の加入完了。

・ 年中・年長(5～6才)の男子、女子。

定員は20名。

＊入会の成立前のスクール参加は体験扱い（無料）とする。

・ スポーツ活動を行うに適した健康な状態にあること。

☆入会申込書を写メにて下記メールに添付送信の後、郵送してください。

・ スポーツ安全保険への加入を条件とする。

＜事務局 入退会担当 宛＞

4. 会場

＜郵送先＞ 入会申込書に準ずる

市場池公園

(山三小、山五小、その他指定場所）

yamakura221996@gmail.com
＜連絡先＞

14. スクールの開催変更（中止等）

*夏・春・冬休みは、山三小が主会場になります。

・ 雨天時は中止です。

5. スクール日程

チーム代表

TEL 090-3929-0357、

yctaka22@gmail.com

＊「山田くらぶホームページ、掲示板」でご確認下さい。

特に連絡は行いません。

但し、判断が困難な場合は「山田くらぶホームページ、掲示板」でご確認下さい。

月曜・水曜・土曜か日曜。

☆練習予定表の学年【幼稚園】を確認下さい。

6. 期間

・ 天候不順その他の止むを得ない状況により、開始前又は活動実施中にコーチ、事務局の判断で
中止する場合があります。

・ （前期）4月～9月迄。 （後期）10月～翌3月迄。

・ グランド及び指導者の都合で会場が変更、スクールが中止される場合があります。

7. 活動実施時間

15, その他

会場での集合から解散まで。

準備、撤収、移動は時間外となります。

8. 費用

・ 住所、連絡先等、入会時の記載事項に変更がある場合には、事務局までその内容を連絡してください。
・ 体験及び見学時には、必ず保護者が同伴することを条件とします。

・ 会費

月会費

4000円。

（但し、兄弟が在籍の場合は500円オフ）

・ 入会金

2000円（入会時のみ）

スポーツ安全保険

800円（1年更新）

新規入会時の要点

9. 費用支払い方法
・ 会費の支払いは3ヶ月単位で下記口座に振込む。

振込人は選手名。

・ 継続選手の2019年度スポーツ安全保険代はジュニア担当者へ現金にて支払うものとする。
〈振込先〉

三菱東京UFJ銀行
普通預金

千里中央支店

488643

月会費は、3ヶ月単位で振込んで下さい。
初回のみ入会金（2000円）、スポーツ安全保険代（800円）が必要です。月会費と合わせて振込みしてください。
*振込み名義は選手名でお願いします。

*振込み手数料はご負担ください。

大久保 隆史

10. 休会、退会の処理

〈振込先〉

・ スクール事務局への連絡により、翌月から承認する。

三菱東京UFJ銀行
普通預金

千里中央支店

0488643

大久保 隆史

・ 前月15日迄の連絡分は、翌月からの受領済みの月会費は全額返還する。
11. ユニフォーム
体験の期間は、３回まで。

*所定のビブスを入会時にお渡しします、練習時には持参してください。
サッカーの可能な服装でご参加ください。

Yamakura.Jr（ジュニア）

サッカースク－ル入会・保険申込書
背番号

ふりがな
選手氏名
西暦

生年月日
住

〒

所

連 絡 先

月

日

年齢

歳

-

携帯電話

（

）

－

自宅FAX

（

）

－

LINE ID（あれば）
メールアドレス

学

年

校

兄弟在籍

（携帯）

＠

（パソコン）

＠

( 4月～）

幼稚園 保育園

有 ・ 無

年中 ・

年長

（学年・名前）

健康状態
身長・体重

身 長

cm

体 重

kg

スポーツ活動を行うに適した心身ともに健康な状態であり、
「Yamakura.Jr サッカースクール規約」を承認の上、入会及びスポーツ安全保険の申込みを致します。
不測の事故等が発生した場合、スポーツ安全保険の範囲で賠償する。

尚、「山田くらぶ」には上記を超えての一切の賠償責任の請求をしないことを確約します。

西暦

年

月

日

保護者氏名
入会申込書送付先
〒566-0021 大阪府摂津市南千里丘5-13-3204
スクール事務局
大久保 隆史 宛
TEL ： 090-3929-0357

㊞

FAX ：

06-6876-4485

☆郵送と同時に、名前・住所・学校名・学年・生年月日・連絡先（携帯）を下記にメール連絡をお願いします。
<事務局 入退会担当 宛> yamakura221996@gmail.com

