東京 VERDY 準支部

ウイングスサッカースクールご案内

当クラブは
サッカーを楽しく行い楽しさの中から
本格的なサッカーの技術・戦術や
精神力・社会性を身につけていく。
子供の成長にあわせた目的を持った指導により
サッカーを通して個人の能力を引き伸ばし
夢と可能性を高める事を目的としています。

ウイングスサッカースクール規約

スクール概要

第１条（名称及び所在地）： 当スクールは、ウイングスサッカースクール（以下本スクール）と称し、事務局を千葉県花見川区犢橋町
1605-2 に置く
第２条（目的）： 本スクールは、サッカーを通して青少年の精神及び身体の健全な育成を図り、あわせて地域のスポーツ振興に寄与する
ことを目的とする。
第３条（構成）： 本スクールは、ＷｉｎｇｓＵ－１２（小学1～６年）、WingsＵ－１５（15歳以下）､ スクール《キッズ、ＧＫスクール》の4種類で構成
する。
第４条（入会資格及び手続き）： 本スクールに入会できるものは、心身ともに健康で本スクールが入会に適すると認めたものとし、所定の
入会申込書に必要事項を記入捺印し、提出することとする。
第５条（会費）： 会員は、別に定める入会金、年会費及び月会費を所定の期日までに納入しなければならない。又、いったん 納入した入
会金、年会費及び月会費は、理由の如何を問わず返還はしない。
第６条（指導方針）： サッカーを通して子供の可能性を高めることを目的とする。
第７条（守事項）： 会員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1)本規約をするとともに、指導者の指示に従うこととする。
(2)Wings（U-１２～U-１５）は他のクラブ､中体連への二重登録はできない。
(3)練習場及び試合会場への移動時における行動､服装は、スポーツマンとして適切と認められるものとする。
第８条（活動期間）： 本スクールの活動期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第９条（休会及び休会費）： ケガもしくは本スクールが認めた理由により、1ヶ月以上休む場合には、休会届けを提出しなければならない。
又、休会期間中は休会費（月会費の半額）を納めなければならない。
第10条（コース変更）： コース変更は前月の10日までに申し出て、コース変更届を提出しなければならない。
第11条（退会）： 退会する場合には前月の10日までに申し出て、退会届を提出しなければならない。
第12条（継続）： 退会届の提出がない場合は自動的に継続とする。U-15へのクラス変更については、その段階で実施されるテストに合
格しなければならない。
第13条（保険）： 入会者は入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。加入の手続き及び保険料の負担は本スクールが行う。
第14条（負傷時の処置）： 会員が、練習時又は試合時に負傷した場合には、本スクールが応急処置を施す。ただし、その後の治療、入院、
通院などについては、本スクールは一切責任を負わない。
第15条（除名）： 本スクールは、本規約に違反したり、本スクールの名誉を損なう等、会員としてふさわしくないと判断されたものを退会さ
せることができる。
第16条（休会・閉鎖）： 本スクールは天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの継続が困難となる事由が生じたときは無条件に休会
もしくは閉鎖することができる。
第17条（免責）： 本スクール内の諸規則や指導者の指示に従わないで起きた事故、盗難について、本スクールは賠償しない。傷害事故
の場合における補償および責任は加入する保険の約定通りとする。
第18条（附則）： 本スクールは、必要に応じ、随時、本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項については細則を定め
ることができる。
第19条（発行）： この規約は、2000年4月1日より発効する。 2022年4月1日 一部改正

【Wings U-15 (ジュニアユース)】
○中学生 週 5 回 平日時間 19：00～21：00
入会費 11,000 円+税 年会費 18,000 円+税 月会費 13,500 円+税
※年会費には公式戦購入維持費 6,000 円を含む

【Wings U-12 (ジュニア選手コース)】
○小 3～6 年 週 5 回 平日時間 17：50～19：20
入会金 8,000 円+税 年会費 10,000 円+税 月会費 9,500 円+税
○小 1・2 年 週 3 回火・水・木(+週末) 平日時間 17：00～18：30
入会金 8,000 円+税 年会費 10,000 円+税 月会費 7,000 円+税
※年会費・入会月 7～9 月 7,500 円+税 10～12 月 5,000 円+税１～3 月 2,500 円+税

【スクールコース】
○GK スクール
小 3～6 年 週 1 回(年間 40 回)

金曜 17：50～19：20

入会金 4,000 円+税 年会費 4,800 円+税
月会費 小 3～6 年 4, 500 円+税
※年会費・入会月 7～9 月 3,600 円+税 10～12 月 2,400 円+税１～3 月 1,200 円+税

○キッズスクール
年少～長

火・水・木 16：05～16：55 土 10：00～10：50

入会金 8,000 円+税 年会費 10,000 円+税
月会費 0 円
※年会費・入会月 7～9 月 7,500 円+税 10～12 月 5,000 円+税１～3 月 2,500 円+税

※月会費は自動口座振替にてお願いします｡
※振込手数料はご負担お願いします｡
※送迎バス利用は別途費用が掛かります。
※U15、U12 は日本サッカー協会に登録致します。U12 は基本的に未登録の選
手のみの入会とします。(例外で所属チームとの合意の元であれば入会を認める)
※スクールは登録致しません。他のチームに所属している方も入会出来ます。
※土日祝日・長期休暇中は不定期となりますので随時連絡致します。
※スクールは祝日、春冬の長期休暇は休みと致します。
※雨天又はグランドコンディション、会場の都合等で中止となることがあります。

活動場所

入会手続きについて

厳守事項

活動場所は原則としてエスタディオ サンフット(千葉市)
土日祝日の活動場所は随時らくらく連絡網にてお知らせしま
す。

①入会資料の提出

①

施設内最徐行(10km/h以下)

練習に必要なもの
・練習着、シューズ、ボール、すね当て、着替え、タオル、飲
み物。
・ウェアにつきましては、指定ウェアの着用をお願いします｡
(GK スクール除く)
・ボールはネットや袋､バッグなどに入れて持ってきて下さい｡
・持ち物には必ず名前を書いてください。

会費の納入について
・口座振替にて申し受けます。手続きが完了するまでの初回
費用は振込みでお支払い下さい。

②

施設内アイドリング禁止

【口座振替用紙記入方法】

入会申込書 口座振替依頼書 指定ウェア申込書

③

駐車場以外(通路等)での駐停車・乗り降り・待機禁止

・「預金者」口座をお持ちの方のお名前

④

所定の場所以外は禁煙

・「印」口座のお届け印 捨印も押して下さい。

⑤

サッカー場内は水、スポーツドリンク以外の飲食禁止

・「支店コード・口座番号」通帳に明記してある番号

⑥

サッカー場外でのボール使用や遊び禁止

・「契約者」入会者(お子様)本人のお名前、ご住所、電話番号
・「契約者印」1枚目、2枚目、4枚目にご捺印下さい。
※他は未記入でお願い致します。

①

あいさつをきちんとしましょう。

※振替開始まで約2ヶ月

②

練習試合中に味方・相手・審判・指導者に敬意を払いましょう。

※振替日 当月5日(土日祝日の場合は翌日)

③

往復時に周りの人々に迷惑を掛けないようにしましょう。

残高不足などで引落し出来なかった場合は振込みでお支払い下さい。

④

グランドをきれいに使いましょう。

②初回費用の振込み

⑤

荷物・ごみの整理をきちんとしましょう。

入会金＋年会費＋月会費(2か月分)
※費用は『スクール概要』を参照して下さい。

スポーツ傷害保険について
・入会時にスポーツ傷害保険に加入致します。(入会申込書
をご提出頂いた方から手続きさせて頂きます。)
・当クラブの活動中や往復時にお怪我された場合に保険対
象内での補償となります。
・請求される場合は事故後即座にスタッフまで申出て下さ
い。

休会、退会、コース変更について
【休会】月単位でのお休みは前月 25 日までに所定用紙にて
届出て下さい。休会期間中の会費は月会費の半額＋手数
料 210 円を申し受けます。
【退会及びコース変更】前月 10 日までに所定用紙にて届出
て下さい。以降の場合は翌月からと致します。

マナー態度について

～エスタディオ サンフット案内図～

【振込先口座】
千葉銀行 新検見川支店
普通 3293367 ＷＩＮＧＳ 久保巳郎

③らくらく連絡網の登録
諸連絡を「らくらく連絡網」を使ったメールによる一斉配信にて行います。

１０３４７５７＠ｒａ９．ｊｐ
に空メールを送りお子様のお名前で登録をお願い致します。※登録方法が分

からない場合はスタッフまでお問合せ下さい。
ご入力頂いた個人情報は、統計的に処理したデータを関連会社に開示するこ
とはありますが皆様の承諾がない限り第３者には開示致しません。

〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1605-2

らくらく連絡網は、広告費により運営されています。その為、連絡メールの末尾
に３行程度の広告がつきます。もちろん、公序良俗に反するものは一切ありま
せん。

④指定ウェアの申込
・当クラブは指定ウェアの着用をお願いしております。
・指定の申込書にてご注文下さい。
・各カテゴリーで揃える物が異なりますのでご確認下さい。
・代金は商品と共に請求書を発行致しますので振込お願いします。

ウイングスサッカースクール 運営事務局
TEL＆FAX ０４３－３０６－１６０２

Mail: wings.soccerschool@gmail.com
http://www.sportsite.jp/sc/wings/

facebook「Wings」

