野七里フットサル

入会のご案内

要保存
2022.02 月更新

【 エスペランサ・スポーツクラブ

ご入会について 】

入会について特に資格は必要ありません。サッカーを共に楽しみ、学びたい子どもたちは、どなたでも大歓迎です。
他のサッカーチームに所属していても入会できます。

【 野七里フットサル 】
学年：就学前、小学 1～6 年生

曜日･時間：月曜日 17:00～19:00

フットサルは、コートが狭いためボールに触れる機会が多く、狭いスペースでの判断の早さと、足元
の技術を養います。

１） 練習時に必要なもの
持ち物

ボール 1 個、
（フットサル用ボール 4 号球）

着替え、タオル、飲み物

服装について
・指定オリジナルウェア一式
・半袖プラクティスシャツ

・サッカーパンツ

・ストッキング

※冬季はオリジナルの長袖シャツ、ジャージを販売します。

・シューズ

スパイク、またはトレーニングシューズ

・その他

レガース（プロテクター）
バンテージ （足首に巻いて補強するスポーツ用伸縮包帯）
※ ケガ防止のため、小学生以上はバンテージの着用をお願いしています。

２） 必要な費用（すべて税込表示・消費税 10%）
入会時のみ
入会金

5,500 円

団体の運営費として使用

バンテージ

2,000 円

現在在庫切れのため、入荷次第ご
案内いたします。

330 円

スポーツ安全保険振込

保険振込手数料

月会費
野七里フットサル

一般会員

野七里スクール生割引

就学前

8,800 円

6,600 円

１～2 年生

9,900 円

6,600 円

３～6 年生

11,000 円

6,600 円

年会費
年会費

11,000 円

スポーツ安全保険料

800 円
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＜参考＞
入会年度の年会費は以下のようになります。
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

就学前

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

4,400

4,400

3,300

3,300

2,200

2,200

1,100

小学生

11,000

11,000

11,000

9,900

8,800

7,700

6,600

5,500

4,400

3,300

2,200

1,100

【エスペランサ・スポーツクラブ兄弟割引】
※ご兄弟でエスペランサ会員となる場合、下記のとおり兄弟割引を適用いたします。
（対象：ユース、ジュニアユース、野七里、鎌倉、大船）
①【入会金】ご兄弟が新規に入会される場合は、新規入会者は入会金が無料になります。
②【月会費】適用の際は、兄弟の中で一番月会費の高い会員を 1 人目として、２人目以降の月会費を半額と
させて頂きます。
３）練習場所

野七里グラウンド

神奈川県横浜市栄区野七里１－３７

※駐車スペースあり

４）練習のときの注意事項
練習実施の確認について
天候やグランド状況等、止むを得ない事情により、練習が中止になることがあります。練習日の 15:00
以降に下記の方法で練習の有無をご案内しますので、ご確認の上、練習にお越しください。
携帯電話またはパソコンのインターネットで…
下記のサイトにアクセスしてください。
URL アドレス: https://esperanza-sc.com/soccerschool.html
または Twitter アカウント@esperenraku にてご確認ください。
※１5 時以降中止が決まった場合は PiCRO にて一斉メッセージの送信、またはホームページの Twitter
にて 。

練習の振替について
練習が中止になった場合は、原則 1 ヶ月以内のご都合のよい他の曜日に、野七里スクール（曜日：火～金、
場所：横浜市栄区野七里 1-37）に振替で参加してください。
練習参加時にコーチに振替で参加の旨をお伝えください。詳細はホームページにてご確認ください。
なお、会員の方のご都合で練習を休む場合は、振り替えることはできません。

練習を休むときは
練習をお休みする場合は、欠席理由とともに、必ず PiCRO のメニュー→出欠連絡にてご連絡をお願
いします。特にケガなどは、それ以降の練習指導の参考となります。

病気・けが
練習中に具合が悪くなったり、けがをした場合には、応急処置を施します。その後の治療については、
保護者様でご対応をお願いします。
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５）会費の納入について
月々の会費は、ご利用の金融機関口座をご登録頂き、毎月 27 日に翌月分の会費が自動振替されます。
振替日が休業日の場合は、翌営業日の振替となります。
※書類不備や残高不足等で自動振替ができなかった場合は、事務局より請求した金額を振込にてお支払いただきます。
※毎月の自動振替は、ピクロにログイン後、メニュー→明細確認によって請求金額がご確認いただけます。
入会時に 2 か月分お振込み
入会月

翌月

▼27 日（引き落とし開始）
3 ヶ月目

会費等の返金について
原則として、いかなる場合でも期日を過ぎてからのお手続きの場合、会費等の返金はいたしません。
下記の場合のみ、一旦翌月分の会費等を引き落としした上で、後日手数料（1,000 円＋消費税）を
差し引いての返金とさせて頂くことがありますので、ご了承下さい。
1. 会員本人の傷病等で、当クラブの活動継続が困難な場合
2. 会員本人または保護者様が、火災・水害・地震その他の災害の被害を受け、当クラブの活動継続
が困難な場合。

６）各種手続きについて
休会及び退会の申請は期日内に PiCRO またはお電話にて事務局にご連絡ください。
※グランドでのコーチへの口頭連絡によるお申込みは申請の扱いとなりませんのでご注意ください。

スクール追加（野七里・大船スクール）の場合
手続きは、毎月 5 日締切にて、翌月 1 日より変更となります。
※ 特別な事情なく、3 ヶ月間会費を滞納された場合は、退会希望と扱わせていただきます。

休会の場合
会員本人の病気やケガのため、１ヶ月の練習（その月の練習すべて）を休む場合は、休会を申請す
ることができますので、お知らせください。復帰する場合は、前もってスクール事務局にご連絡く
ださい。
休会中は会費の引落を停止いたします。休会できる期間は最長 3 ヶ月間です。
※ 月の途中から、翌月の途中までの 1 ヶ月間の場合は、休会の適用になりません。
※ 原則、病気とケガ以外の理由では、休会の適用になりません。

退会の場合
退会の手続きは、毎月 5 日締切にて、当月末日をもって退会となります。
退会後は、振替練習へのご参加はできません。
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７）スポーツ安全保険
入会時にスポーツ安全保険にご加入いただきます。保険適用範囲は、練習中の事故と練習場とご自宅間の
通常の往復経路での事故です。事故発生から 20 日以内に、次の事項をスクール事務局まで申請してくだ
さい。
事故日
事故の起きた時間
事故の場所
事故の詳細 （何をしていて、何が原因で、どのようになったのかを詳しく記載してください）
怪我の部位
怪我の種類 （例：骨折、脱臼、捻挫、裂傷、熱中症 など）
医療機関名 （複数通われた場合は、全部記載してください）
通院回数（見込み）
※ 申請が 21 日目以降になると、保険金は支払われないことがあります。
※ 保険は、通院 1 回目、入院 1 日目から適用されます。

８）保護者の方へ
・不必要なもの（余分なお金や高価なもの等）は、お子様が練習場に持ってこないようご注意願います。
・持ち物にはすべて、必ず名前を書いてください。
・練習時のトラブルやお困りのことがありましたら、ご遠慮なくコーチや事務局にご相談ください。

会員の約束（お子様と確認してください）
・練習日には、健康状態を十分確認して、自らの管理のもと、参加しましょう。
・挨拶をしましょう。
・コーチの指示に従い、秩序やルールに従って、集中して練習しましょう。
・練習中トイレに行くときは、コーチに声をかけてから行ってください。
・スクールの仲間に対して、お互いの気持ちに立って、行動しましょう。
・練習の行き帰りでは、あらかじめ安全な道順を決め、寄り道をしないようにしましょう。
また、一人ではなく、お友だちと一緒に行き帰りしましょう。
・交通ルールを守り、事故にあわないように気をつけましょう。
・ゴミは持ち帰り、忘れ物をしないようにしましょう。

９）個人情報管理について（プライバシーポリシー）
スクール会員の個人情報（住所・年齢・連絡先等）、または練習やイベントの開催時にスクー ル側で撮影する
写真の肖像権に対する取扱いにつきましては、入会時にご提出いただく『同意書』下部の【エスペランサ・ス
ポーツクラブ入会に伴う同意事項】および以下の WEB ページ
http://www.school-esperanza.jp/privacy.html）に、当スクールの運営上の指標を表記しておりますので
ご確認ください。
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【入会手続きの流れについて】
① 入会申込書とウェア申込書を事務局（fax：045-897-4019）に FAX するか、写真に撮ってメールに
添付して送付してください。( info@school-esperanza.jp )
※後日入会申込書に記入されたご住所に、下記の書類を、事務局より郵送します。
【書類一式】
・入会諸費用のご案内

・同意書

・口座振替依頼書

・スポーツ安全保険の案内

・賛助会費のご案内

・PiCRO（会員登録）のてびきと認証コードのお知らせ
②

書類が届きましたら、下記の書類を配達記録が残る形で期日までに郵送または事務局まで直接ご持参
頂きますようお願い致します。
練習時にコーチに直接お渡しになりませんようお願い致します。
・入会申込書（写真添付）

・同意書

・口座振替依頼書

② 初めての練習日は、練習開始前までに、直接練習場にお越しくださり、
コーチに声をかけてください。バンテージの巻き方が分からないときは、その場で指導します。
③ ウェアは納品され次第お渡ししますが、それまでは、お手持ちのウェアで練習に参加してください。

特定非営利活動法人 エスペランサ・スポーツクラブ
〒247-0024 横浜市栄区野七里 1-38-6
Tel: 045-897-4009 Fax: 045-897-4019
Email: info@school-esperanza.jp
URL: http://esperanza-sc.com
受付時間:（火）～（金）10:00～17:00 祝祭日は休み
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