～くまがしクラブ参加規約～
平成 30 年度からの変更点は、濃字となっています。

年間登録料・保険料・月会費・引き落とし手数料・消費税について
1. 年間登録料は 1,500 円です。別途保険料（当クラブ規程による）を申し受けます。ご家族で入会の場合、2
人目以降の年間登録料を 500 円割引とさせて頂きます
2. 入会期間は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年度ごとで、毎年更新手続き（登録料・保険料の支払
い）が必要となります。クラブ側の都合による（教室の開催を見合わせる場合など）特別な理由を除き、返金
は原則致しません。教室開催 3 ヶ月終了後に登録者の退会などにより年度の途中で閉講になった場合、
最低開催期間を満たしたと判断し、年間登録料、保険料の返金はありません。
くまがしクラブにおける月会費とは教室年会費の月割額となっています。年間開催数は教室ごとに異なりま
す（月 4 回、年間 48 回の限りではありません）
4. 毎月の口座引き落とし手数料（120 円）は、月会費と共に引き落としされます。家族会員の方は口座をおま
とめ頂けますので、お申し出ください。また、半年払い、年払いご希望の方は一度クラブへご相談ください。
5. 残高不足により引き落としが出来なかった時は、2 週間以内に窓口にてお支払いください。その際事務手数
3.

料 500 円を申し受けます。また会費の滞納が続く場合は登録を抹消させていただくことがあります。
6. テニス・卓球教室・英語教室は、100 円のボール代または補助教材費が含まれています。教室パンフレッ
トをご確認ください。
7. 現在の価格は８％の内税表記となっております。消費税１０％の改正後は１０％適用、外税表記となりま
す。

教室の追加、休会、変更、登録抹消について
1. 休会・変更・登録抹消の方は希望月の前月 10 日までに必ず事務所窓口へ手続きに来てください。
所定の用紙にご記入いただきます。→10 日を越えますと口座より引き落とされます。返金は引き落とし確
認後窓口または会員指定口座に振込みになります。その際返金手数料 500 円（振込み希望の方は振込
手数料別途）を申し受けます。
2. 【教室登録追加の方】
⚫ 口座登録済みの方
参加希望の前月 10 日までに手続きください。10 日を越えた場合は 1 ヶ月分の月会費を現金でお支
払いください。
⚫ 新規口座での登録の方
参加希望月･翌月の 2 ヶ月分の月会費を現金にてお支払いください。引落手続きが完了しましたら、登
録口座より引落が始まります。
3. 2 ヶ月以上など長期休会の場合、一旦登録を抹消とさせて頂くことがあります。
4. 登録抹消やその他の理由による返金については、会計手続き上、年度末（2020 年 3 月 31 日）までに受
領してください（事務局が期日を定めた場合を除く）。

レッスン受講について
1. お子さんの教室について補助が必要な場合は事前にお知らせください。また受講初回から 3 回までをトライ
1

アル期間とし、参加者・講師・運営双方より参加の有無を協議し、受講継続の有無を決定することができま
す。クラブがレッスン受講が続けられないと判断した場合は、入会にかかる一切の費用を返金いたします。

★★★以降の内容はご自宅にてしっかりとお読みください★★★
2. 身体を動かす教室についてはレッスン開始時に準備体操を行います。事故防止する為に大切ですので必
ずご参加下さい。（レッスンに遅れた場合には、各自で必ず行って参加してください）また、各教室に応じた
服装・準備物を持参の上、受講して下さい。
（体育館内は室内シューズ、テニスコート内はテニスシューズなど専用シューズを着用下さい。専用用具未
着用時の怪我には保険が適用されない場合があります。十分ご注意下さい。）
3. 4 月・9 月に用具の取り扱い説明会をレッスン時間内で行います。予めご了承ください。

欠席について
連絡方法

連絡内容

メールにて

開催時間までにくまがしクラブ宛にメールする

yasumi@kumagashiclub.com

件名に「欠席日・教室名・名前」を記入

↓お休みメール用

メール以外

窓口または☎0745-44-9007 へ連絡する

QR コード

くまがしクラブ事務所 受付時間
（月曜）9 時～13 時（火曜～土曜）9 時～17 時
※やむを得ない事情で 17 時を過ぎた場合は、翌日正午 12 時迄は欠席連絡を受付けます。
※欠席連絡がない場合は振替がとれません。

1. キッズやジュニア対象のプログラムは参加者本人の学校の在籍クラスが学級閉鎖の際は自宅待機となりま
すので、発病が見られなくてもご参加は見合わせてください。（すでに発症し、医療機関より登園・登校許可
が出ている場合も自宅待機となります）。自宅待機のお休みの有効期限は、2020 年 3 月 31 日となります
ので、必ずお伝えください。

持ち物について

水分は季節を問わずお持ちください（屋外・夏場は特に多めに）

教室

対応

体幹・体軸ヨガ

ストレッチポール（２ヶ月無料レンタル有、以降
レンタル 500 円/月）

フィットネスバレエ

バレエシューズ

テニス・卓球・バドミントン

ラケット※3 か月無料レンタルあり
専用シューズ（テニス、卓球、バドミントン）
※室内開催の場合は室内シューズ

ノルディックウォーキング

ノルディックポール ※3 か月無料レンタルあり

サッカー、ドリテク、フットサル交流会

室内シューズ、
（土）ジュニアサッカー屋外シューズ
4 号球

英語

筆記用具、テキスト（教室指定）

ぴよぴよ体操、キッズ体操、ジュニア体操

室内シューズ、
【体操手帳・会費袋（1,400 円別途）
】

和太鼓

足袋、バチ

篠笛

足袋、篠笛
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振替について
対象教室

振替方法（事務所☎受付）

成人卓球、健康運動スポーツ該当教室

① 欠席連絡は済ませている

成人硬式テニス

② 教室の空きを確認

テニスアカデミー（育成・強化クラス）

③ 振替予約

サッカー教室（一部教室を除く）

④ 振替受講

キッズジュニア該当教室

※教室に空きがない、欠席連絡をしていない場合は

その他クラブが定める教室

振替が取れません。振替の予約はお早目に。

1. 欠席により教室を振替える場合は欠席日より 2 ヶ月以内に行ってください。雨天、クラブ都合の振替は
2020 年 3 月 31 日までに取得してください。（振替予約の日が雨天中止の場合は次回予約日まで持ち
越しできます。振替を欠席された場合は最初のお休みの期限内に再度振替してください）
2. 振替受講の際は各クラス定員がございますので、必ず事前にお電話にてご予約下さい。
3. 振替には有効期限（個人都合は欠席日から 2 ヶ月以内、屋外教室の雨天時、クラブ側の休講、
学級閉鎖に伴う自宅待機の欠席は 2020 年 3 月 31 日まで）があります。

休会について
休会は怪我・疾病、参加できないやむを得ない事情の場合のみです。休会中の教室での振替受講はでき
ません。連絡がなく 3 ヶ月お休みになられますと登録は自動的に抹消とさせていただきます。

レッスン中止の際の判断について
2. 雨天や警報発令時、施設不良等によるレッスン中止の決定はレッスン開始時間の１時間前に決定し、ブロ
グでご案内致します。ブログをご覧になれない場合、くまがしクラブ事務所（平群町総合スポーツセンター内
9:00～17:00）または屋外用携帯までお電話にてお問合せ下さい。(📱090-1481-9007）教室開催 1 時間
前よりつながります。
※急な落雷、豪雨については開催寸前に決定することがあります。予めご了承ください。
教室

対応

成人硬式テニス、健康ノルディック

当日朝 7 時 NHK 天気予報にて午前の奈良県北西部の降水確

楽々健康スポーツ（屋外時）

率が 50％以上の場合は中止

サッカー土曜日
その他クラブが定める教室
テニスアカデミー（全クラス）
、子ど 開催 1 時間前に奈良県北西部降水確率が 50％以上の場合休講
もテニス教室（ジュニア～チャレンジ をブログにてお知らせ※雷注意報発令時は各ご家庭の判断でご
迄の全クラス）
、陸上、ドリテク教室

参加下さい（お休みされた場合は雨天振替対象として扱います）。

平群町に『大雨、洪水、暴風に関する警報』が発令された場合
発令時間

教室・イベント対応

対象教室、イベント

7 時現在

9 時～13 時 中止

全教室・各種イベント
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11 時現在

13 時～17 時

中止

15 時現在

17 時～21 時

中止

開催前
開催中

中止

ブログ QR コード→

講師（事務局）で判断し、
帰宅又は施設内での待機

※警報発令時、事務局は閉鎖致します。教室・イベント開催中は、くまがしクラブ「開催ブログ」 にて
随時、お知らせします。
「開催ブログ」がご覧いただけない方は「屋外携帯電話 📱090-1481-9007」
にてお問合せ下さい。

3. 屋外レッスンを降雨等で中断した場合、教室時間の半分以上を経過した時はレッスン成立とし、それ未満
の場合は レッスン不成立となりますので振替受講してください。（各種イベントは別途規程）
4. 天災・災害等の影響により、参加者への安全配慮の為に教室を中止する場合は返金・振替の対象とはなり
ません。代替レッスンが開催できない場合もあります。

施設ご利用に際しての注意事項
貴重品は各自で保管して下さい。万一、レッスン中に発生した盗難、紛失につきましては当クラブでは一切責
任を負いかねますのでご了承下さい。
1. 忘れ物は各開催場所へご連絡ください。事務局での忘れ物回収・連絡は基本的にありません。忘れ物の預
かり期間は半年までとし、その後は処分させていただきます。
（平群北公園 45-5326、平群中央公園 45-0753、平群町公民館 45-2101、道の駅 45-8511、プリズ
ムへぐり 45-8600、旧西小学校・北小学校・南小学校・平群小学校・健民グラウンドはくまがしクラブ事務
局または屋外携帯）
2. レッスン施設内、駐車場内での事故・盗難・傷害につきましては当クラブでは一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。万一、レッスン中に怪我をされた場合、直ちにコーチ、受付スタッフにお申し出下さい。応急
措置をさせて頂きます。それ以後の治療等の手続きについてはスポーツ安全保険の範囲内で対応させて
頂きます。
3. レッスン中の施設利用中に故意または、不注意により器物の破損を起した場合は賠償の責を負っていただ
きます。
4. クラブ（卓球）で参加の方は、卓球台を譲り合ってご利用ください。クラブ会員以外の方の同伴はできませ
ん。
5. 許可なく 施設内での商品その他の販売、勧誘行為・政治宗教に関する活動は固くお断り致します。
6. レッスン施設内は全館禁煙です。喫煙は指定の場所でお願い致します。屋外施設につきましても喫煙は指
定の場所でお願い致します。

教室の準備、片付け、掃除について
くまがしクラブの教室は公共施設を利用しております。各教室で講師指示のもと参加者で準備や片
付けを行って下さい。その際、用具等の取り扱いには十分注意し、特に大型の用具を扱う教室（サ
ッカー・卓球・和太鼓）では怪我や事故のない様に参加者同士で声掛けや心遣いをして、気持ちよ
く利用しましょう。
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利用施設

主な教室

準備物

清掃、片付け

平群町総合スポーツセンター
メインアリーナ

卓球、サッカー

卓球台、屋内ネット

モップがけ

サブアリーナ

屋内テニス、体操

各種ボール、サッカ

使用した道具は器具庫内（元

陸上、楽々健康スポ

ーゴール、体操や陸

の位置）へ戻す

ーツ、健康運動

上の道具類、トラン
ポリン

会議室

健康運動、和太鼓、

マット、太鼓、机、

掃除機がけ

各教室、部会など

イスなど

照明や空調 off

テニス

ネット、ボール

ブラシがけ、ボールやカートは元

カート

の位置で施錠、ネットを緩める

平群町内テニスコート
総合スポーツセンター
平群中央公園
平群北公園

平群町内グラウンド
総合スポーツセンター

陸上

カラーコーン

トンボがけ

平群中央公園

子ども駅伝練習会

ゴール、ボール

コーンは倉庫内へ

平群健民グラウンド

ドリテク教室

ゴール、ボール

平群町内小学校
平群北小学校 体育館

バドミントン、サッ

卓球台、屋内ネッ

モップがけ

旧平群西小学校体育館

カー、体育教室

ト、サッカー用具、

使用した道具は器具庫内（元

平群南小学校 体育館

各教室雨天時利用な

その他道具類

の位置）へ戻す

平群小グラウンド

ど

道の駅大和路へぐり
研修室

体幹＆体軸ヨガ、英

机、イス

掃除機がけ。照明や空調 off

調理室

語、他イベント等

各教室の道具類

使用した道具は器具庫内（元
の位置）へ戻す

平群町中央公民館

談話室、会議室、大ホ

英語、アートサーク

机、イス、白板、音

照明や音響

ール、和室

ル、曼荼羅教室

響等

空調 off

映画で英会話

机、イス

照明、空調 off

プリズムへぐり
会議室

※子ども教室では大きな用具は講師や保護者のみ扱う事とします。
※上記以外新規教室、また開催場所が変更された場合は、該当する施設の取り決めにしたがい、講師の指示
に従って片付けをおこなってください。

駐車場の利用について（教室参加時）
1. 総合スポーツセンター入口付近での車の乗降は混雑と事故の元となります。必ず駐車場に停めて
から送迎してください。以下、各施設での注意事項となります。
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教室会場

利用駐車場

注意事項

平群町総合スポーツセンター

テニスコート前

白線やロープ線内の指定された場所へ駐車して

またはグラウンド前

下さい。混雑時など指定外の場所へ駐車されま

施設内駐車場

すと、他の車や歩行者に大変迷惑が掛かります

平群北公園

ので、ご注意下さい。

平群中央公園
平群中央公民館

施設内駐車場

教室終了後はすみやかにお帰り下さい。係員に

平群北小学校

施設内駐車場

より施錠されます。

第 2 駐車場

くまがしステーション前は非常に混雑しますの

旧平群西小学校
平群小学校
平群南小学校
道の駅 大和路へぐり

で駐車不可です。

プリズムへぐり

施設内駐車場

白線やロープ内の指定された場所に駐車

※お天気の良い日や自宅から近い会場などは、健康の為にもなるべく徒歩や公共の交通機関を利用しましょ
う。

その他
怪我や事故等の危険がありますので、以下内容は必ず順守ください。順守頂けない場合は教室参
加を見合わせて頂く場合があります。また、事故や怪我等が発生した場合も当クラブでは一切の
責任は負いかねますので、予めご承知おき下さい。
1. 子ども教室に関して保護者の見学は決められた場所でお願いします。また、見学中の保護者の話
し声やお子さんへの過度な声掛け、叱咤は集中力の妨げとなります。他の参加者にも迷惑となり
ますので、くれぐれもご注意下さい。練習中の写真及びビデオ撮影はご遠慮下さい。
施設

教室会場

見学場所

平群町総合スポーツセンター

メインアリーナ

観覧席

平群北公園

サブアリーナ

キッズルーム又は 2 階フロア

平群中央公園

テニスコート

コート外

会議室

見学不可

平群中央公民館

談話室、大ホー

見学不可

平群町内各小学校

ル、体育館

平群中央公園

グラウンド

グラウンド外

2. 他の参加者の方の迷惑及び活動の妨げとなる行為等が発生した場合は参加を取りやめて頂くことがありま
す。
3. 子ども教室の送迎は、必ず保護者にて教室入口まで行ってください。講師による声掛け、見送り等、送迎に
関しての管理は一切行いません。
4. 教室内での個人的な広報物の配布は禁止します（営利・非営利問わず）。
5. 成人教室へのお子さん、お孫さんの同伴はご遠慮願います。
6. 個人情報保護の為、講師や会員の連絡先等は事務局からはお伝え出来ません。
7. 会員同士の情報交換や教室外での活動に関しては、事務局は関与致しません。
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8. 教室内で使用する「用具」「教材」等に関して、基本的には講師やクラブからの推奨品や指定品
をお使い頂いております。スポーツ用具に関してレンタルは 3 ヶ月間です。クラブからはバザー
形式で年に１～２回程度会員の皆様には定価より割引価格で購入して頂けます。お気軽にお問合

9.
10.
11.
12.

せ下さい。但し、購入は会員のみとし、会員の知人友人様への提供は行っておりません。また、
個人で購入された物に関しての使用方法や仕様についての問い合わせにはお答えできません。
事故防止の為、体調が悪い時は参加を見合わせてください。
万一の怪我、事故の際に迅速に対応させていただく為にも電話番号、氏名、住所に変更があった場合は、
速やかにお申し出下さい。
くまがしクラブが主催する活動事業には原則自己責任においての参加とし、事故及び傷害について、クラブ
及び指導者に対し一切責任を問わないものとします。
怪我や急病の際、クラブ側は応急処置のみとし、各病院情報の提示をさせていただきます。病院の決定
は、本人が行うものとし、クラブ側からの提示は一切行いません。（参加者が子どもの場合は保護者判断と

しますので、必ず連絡の取れる番号を入会時にお伝えください）。急を要する症状（重度の骨折・熱中症・脳
震盪など頭部強打）が見られた場合は救急車を要請します。
13. 教室運営につきまして、指定の休日以外に施設点検、国政・町行事等の変更（選挙他）、講師都合、その
他やむを得ない理由によりレッスンを中止・変更する場合があります。
14. 個人情報の取り扱いに関して、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法令およびその他の規
範を遵守致します。なお個人情報保護法 16 条のとおり、公的機関により提供を求められた時は提供する
場合があります。
15. 教室及びイベント等参加時の映像、写真、記事、記録はプライバシーに配慮して行い、それらの資料をテレ
ビ、新聞、Web、販促物等へ掲載する権利は、くまがしクラブに属するものとします。

一般社団法人 くまがしクラブ 事務局
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