わくわくサッカースクール

入会規約
摂津校

当スクールは技術習得はもちろん、スクールを通して、健康な身
体と強い心を養い、規則を守り、友情を育てる事を目的とします。

◎スクールに必要な物
ボール 、 運動靴 、 わくわくユニフォーム一式 、水筒

レガース（小学生以上）

※持ち物には全て必ずお名前をお書き下さい。

◎スクール場所
摂津市 青少年広場

・

鶴野人工芝フットサル場【摂津市鶴野 2-4】

◎スクールの日程
≪月曜日≫
未就学児

＜通年＞15：15～16：15【60 分】月 3 回 ※第 4 週目は振替スクールを行います。

小学生

＜9 月～4 月＞16：30～17：45【75 分】月 4 回 ※第 5 週目は振替スクールを行います。
＜5 月～8 月＞16：30～18：15【105 分】月 3 回 ※第 4 週目は振替スクールを行います。

≪水曜日≫
未就学児 ＜通年＞15：15～16：15【60 分】月 3 回 ※第 4 週目は振替スクールを行います。
小学生

＜9 月～4 月＞16：15～17：30【75 分】月 4 回 ※第 5 週目は振替スクールを行います。
＜5 月～8 月＞16：30～18：15【105 分】月 3 回 ※第 4 週目は振替スクールを行います。

カテゴリー：【未就学児：年少さん～年長さん】

【低学年：１～３年生】 【高学年：４～６年生】

未就学児コースに関しましては、幼稚園・保育園に通うお子様対象になります。
※人数や場所の確保の関係で、上記スクールの日程に変更や、低学年コースと高学年コースを合同で行ったりすることもございます。

◎スクールをお休みする時
お手数ですが、担当コーチ携帯摂津校へスクール開始までに必ずメールにてご連絡下さい。
その日の練習の参考とさせて頂くと共に、以下に説明致します振替スクール対象枠も広がります。
携帯 080-4632-1537

アドレス kishida89waku@softbank.ne.jp

※連絡がない無断欠席は振替スクールを受ける事ができません。

◎会費
・入会金

\５，４００

【体験後２週間以内に入会時は免除】

・年会費

\５，４００

【入会月より 1 年毎】

・月会費(小学生)
(未就学)

週１回\５，４００
週１回\３．２４０

・傷害保険

\３００（月間）

・用具費

小学生→ \１２，９６０
年中・年長→￥３，１７５

例：7 月入会したスクール生の来年度の年会費は翌年の 6/27 に自動振替

週 2 回\７，５６０
週 2 回\５．４００

※ 月半ば入会の場合は、月会費の減額はございませんが、
その分振替スクールをお取り頂けます。

【半袖ユニフォーム ・ パンツ ・ ソックス ・ ピステ上】
【半袖ユニフォーム】

4 点購入

年少→なし【希望者のみ】

◎諸届け
所定の用紙にてご記入お願致します。コーチへお問い合わせ下さい。

◎スクールのお休みについて

土・日・祝祭日・長期休暇
（ＧＷ・お盆・年末年始）はお休みになります。
●住所・電話番号の変更
長期休暇のお休みにつきましては、スクールカレンダ－にてお知らせ致します。
お引越しなどで住所・電話番号など変更がございましたらご連絡下さい。
雨・雷など気象（警報）によりスクールが行えないと当スクールが判断した場合もお休みになります。
気象によるお休みの場合は、１４時頃にこちらからご連絡させて頂きます。（ホームページでご確認頂けます）
●コース変更
また当スクールの都合によりお休みさせて頂く事がありますので、ご了承下さい。
曜日、時間帯の変更は月単位で受付けます。前月１０日までにご連絡頂きますと、翌月より変更できます。
定員の関係上、曜日によってはお待ち頂く可能性がございますので予めご了承下さい。

◎傷害保険について

スクール入会と同時に会員のスクール生には、傷害保険（スクール中の怪我・事故などを保証）に加入して頂きます。
●休会
傷害保険料は月謝とは別に月々￥３００の自動振替になります。スクール往復中の怪我につきましては、傷害保険
ご家庭の都合、ケガ・病気等で１ヶ月お休みされる場合は前月１０日までにご連絡下さい。その翌月を休会とさせ
対象外になってしまい、責任を負い兼ねますので、交通ルールを守りお気を付けて往復して下さい。スクール中のケガ
等による傷害保険求償につきましては、コーチまでお問い合わせ下さい。
て頂きます。この場合月会費の引落はございませんが休会費として￥２，１６０を引落しさせて頂きます。２ヶ月以
上継続して休会される場合には、予め何月までかを連絡して頂くか、その都度、前月１０日までにご連絡下さい
（最長６ヶ月までお休み頂けます）ご連絡のない場合は自動的に復帰させて頂き、引落しも通常の月謝金額に戻ります。

●退会
ご都合により退会される場合は、前月１０日までにご連絡下さい。その月いっぱいで退会とさせて頂きます。
前月１０日以降にご連絡を頂いた場合は、その翌月も在籍扱いとなりますので、ご了承下さい。お子様が他のお子
様に多大な危害を加える様な場合や、正常な運営を妨げる場合などやむをえず退会して頂く事がございます。

◎自動振替（会費）
わくわくサッカースクールでは、会費の納入はご指定銀行より自動振替にて徴収させて頂いております。その月の月
謝を前月２７日に自動振替させて頂きます。会費納入後の返金は致しませんので、諸届けのある場合は必ず前月
◎夏時間制度
の１０日までにお願い致します。なお、傷害保険料（月々￥３００）も一緒に指定銀行より自動振替させて頂きます。
『わくわくに通わせたいけど、学校の授業の関係で時間的な都合がつがず、残念ですが入会できません』とのお話が
過去数件ありました。そこで、子供達にわくわくでの時間をできる限り楽しんでもらいたいとの願いから、夏時間のみ
※年会費につきましては、毎年入会月の前月２７日に引落しさせて頂きます。
通える制度を設けました。
期間：4
月～10 月 ７ヶ月間
諸届けの締切りは、ご希望月の前月１０日までとなっております。必ずご連絡下さい。
【4 月・9 月・10 月】月 4 回 未就学児コース 16：00～16：45 小学生コース 17：00～18：00
※１０日を過ぎてしまいますと、一切受付けはできませんのでご注意下さい。
【5 月～8 月】月 3 回 未就学児コース 16：00～17：00 小学生コース 1７：15～18：45
入会金・年会費及びユニフォーム購入に関しましては、通常スクール生の規約と同様になります。

◎振替スクールについて

◎仮入会制度

子供達にできるだけ出席して欲しいとの思いから設けられた制度です。

お子様が本当に続けてくれるか心配な保護者様が多いと思います。
＜自己都合お休みについて＞
そこで仮入会制度を設けました。1
ヶ月間 月会費￥5,550 のみでスクールにご参加頂き、月末に本入会するかどう
・現在、通常スクールは月曜日・水曜日にてスクールを行っておりますので、いつでもお振替をお取り頂けます。
かご検討下さい。雨天中止、自己都合お休み（1 回）に関しましてはお振替え頂けます。
・自己都合お休みでの振替スクールは、年度末（３月末）までにお取り下さい
※例：7 月 28 日（水）に 5 月 7 日（水）中止分の水曜日コースの振替を行います。そこに自己都合でお休みした分のスクール生も振替をお取り頂けます。

・週１回コースのお子様につきましては、自己都合お休み分として月２回振替が取れます。
・週２回コースのお子様につきましては、自己都合お休み分として月４回振替が取れます。
※月にそれ以上お休みになられた場合は振替スクールを取る事ができませんのでご了承下さい。

・当日お休みされる場合は、わくわく携帯摂津校へスクール開始までにメールにてご連絡下さい。
・無断欠席は振替スクールを受ける事ができませんのでご了承下さい。
・自己都合お休み分の振替をお取り頂く場合は必ず前日までにメールにてご連絡下さい。

＜雨天中止について＞
・気象によるお休みの場合は、１4 時頃にこちらからご連絡させて頂きます。
（ホームページでもご確認頂けます。http://www.waku89.com）
・雨天中止は公休になります。公休は年度末以降も振替をお取り頂けます。
・雨天中止振替指定日をお休みされた場合も公休とさせて頂きます。
・雨が降っていてもスクールを行う場合がありますが、雨の為通うのが困難な場合はそのお休みは公休になります。
・雨天中止分に関しましては、こちらが振替日を指定させて頂きますが、振替指定日以外の日に振替をお取り頂いて
も構いません。

＜その他＞
・スクールの充実を図るため各コース定員を定めております。
・月の途中でのご入会の場合、スクールに参加できなかった日数分も振替スクールをお取り頂けます。
・退会後の振替はお取りできません。
・事前にお休みが決まっている場合は、振替を前取りして頂きます。
・通常時間（60 分）お休み分を夏時間（90 分）にお振替頂けます。またその逆も可能です。
・摂津校以外（緑地校、深北校、箕面校、伊丹校、旭校）でのお振替も可能です。（日時、場所は問い合わせ下さい）
・ユニフォームを譲渡して頂いたものを着用は可能ですが、必須購入品は譲渡に関わらず必須購入になります。

◎スクールのお休みについて
土・日・祝祭日・長期休暇（ＧＷ・お盆・年末年始）はお休みになります。長期休暇のお休みにつきましては、スクール
カレンダ－にてお知らせ致します。雨・雷など気象（警報）によりスクールが行えないと当スクールが判断した場合もお
休みになります。尚、気象によるお休みの場合は、１4 時頃にこちらからご連絡させて頂きます（ホームページでご確
認頂けます。http://www.waku89.com）また当スクールの都合によりお休みさせて頂く事がありますので、ご了承下
さい。これらのお休みにつきましては、振替スクールをお取下さい。これらの場合のお休み分は、先方理由とは別で 3
月以降も振替スクールをお取りする事ができます。

◎傷害保険について
スクール入会と同時に会員のスクール生には、傷害保険（スクール中の怪我・事故などを保証）に加入して頂きます。
傷害保険料は月謝とは別に月々￥３００の自動振替になります。
スクール往復中の怪我につきましても、傷害保険対象になっております。
交通ルールを守りお気を付けて往復して下さい。
スクール中のケガ等による傷害保険求償につきましては、コーチまでお問い合わせ下さい。
保険種目
：普通傷害保険
死亡・後遺障害保険金額 ：１７５．０万円
入院保険金（日額）
：２，１００円 支払限度日数 １８０日
通院保険金（日額）
：１，４００円 支払限度日数 ９０日
賠償責任保険金額
：なし
臨時費用保険金額
：なし
各種特約・増割引
：管理下中のみの危険担保特約

◎２・３歳児運動あそび教室
対象：2・3 歳児 幼稚園就園前のお子様
幼少期から体を動かす楽しさを感じ、運動好きなお子様に！
内容：動き作りや鬼ごっこ、ボール遊びを行います！
費用：１回 500 円
毎週金曜日 10：00～11：00 場所：鶴野人工芝フットサル場

◎わくわくイベント
子供達が新鮮な体験ができる様に春・夏・冬休み等の長期休みや、土曜日にスクール会員様以外のお友達もご
参加頂けるイベントを企画しております。（任意参加・有料）
わくわく CUP（サッカー大会） ・ クリスマス会 ・ ピクニック ・ 元Ｊリーガーを招いたサッカーイベント
高学年は２泊３日山梨遠征（サッカー大会）、春・夏・冬休みサッカー教室（午前中）を行います。
＜イベントお申込み方法＞
イベント申込み締切日までに参加費をコーチまでお持ち下さい。その時点でお申込み完了となります。
申込締切日までに入金できない場合はメールにてお申込み頂き、次回スクール時に参加費をお持ち下さい。
イベント当日は参加費を受け取る事ができませんので、ご了承下さい。

◎夏時間制度
夏時間のみ通える制度です。
期間：５月～８月の４ヶ月間
夏時間：＜水曜日＞未就学児コース 15：15～16：15（月３回） 小学生コース 16：30～18：15（月３回）
使用グラウンドにより変更あり。
※入会金・年会費及びユニフォーム購入に関しましては、通常スクール生の規約と同様になります。

◎仮入会制度
1 ヶ月間 ※小学生 月会費￥5,700 未就学児 月会費 ￥3.540（傷害保険料込み）のみで
スクールにご参加頂き、月末に本入会するかどうかご検討下さい。
雨天中止、自己都合お休み（1 回）に関しましてはお振替え頂けます。

◎スクールの様子
ＨＰ内「イベントレポート」や Facebook にて通常スクールの様子やイベントの様子をご覧頂けます。
写真掲載が許可できない場合は、ご遠慮なくお申し出ください。
Ｆａｃｅｂｏｏｋに関しましては、わくわくのページにて「いいね！」を押していただくとご覧頂ける様になります！

〒５６４－００６２
大阪府吹田市垂水町３－３４－８
TEL：０６－６３６８－８９８９
FAX：０６－６３６８－９７０１
㈱ジョブインターナショナル

わくわくサッカースクール
HP:http://www.89waku.com
Email:info@89waku.com

