つくばＦＣスクール
2018年度入会案内
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入会の手順
① 体験参加
各クラス、1回まで体験参加できます。参加料は無料となります。
② 体験参加後に、入会案内資料・申込書の受取
体験練習参加後に、コーチから入会に必要な資料を受け取ってください。
1 2018年度入会案内及び振替制度案内（本資料）
2 つくばＦＣ入会申込書
3 預金口座振替依頼書
（注）引き落としに使う口座によって、振替依頼書の種類が異なります。
※同封されているものをご利用ください
ゆうちょ銀行以外の場合：I-NET代金回収サービス・ワイドネットサービス（白に黒字の用紙）
※担当コーチに必要な場合はお申し付けください
ゆうちょ銀行の場合：ゆうちょ銀行専用の申込書（白に緑字の用紙）

4
5
6
7

つくばFCスクール開催表
つくばFCスクールチラシ
つくばFCオリジナルウェア購入案内
クラブガイド

③ 入会申込書、預金口座振替依頼書の提出
入会申込書に必要事項の記入、口座振替依頼書に記入捺印の上、初回参加日に提出してください。
※預金口座振替依頼書の記入について
ゆうちょ銀行以外の場合：太枠内（委託者使用欄除く）を記入し、届出印を1～3枚目に押印してください。
4枚目はお客様の控えになります。ご自宅にて保管してください。
ゆうちょ銀行：太枠内を記入し、届出印を1・2枚目に押印してください。3枚目はお客様の控えになります。
ご自宅にて保管してください。
④ メーリングリスト（ＦＣ１１）への登録→（ ６ ）参照
⑤ 入会手続き完了

２－１ 会費について（全て消費税込み）
月会費
①年会費

②基本参加費

+

③参加費（回数制分）

＝

月の会費

① 年会費 （１年に１回の費用）
スポーツ保険代やスクールの運営に必要な用具の費用などに使われます。
４・５・６・７月入会
８・９・１０・１１月入会
１２・１・２月入会
３月入会

5,400円
4,320円
3,240円
（※）

（注）入会された月によって費用が変わります。
新年度継続の場合は、5,400円です。
（※）中学生以下は1,080円、社会人クラスは
2,160円となります。

② 基本参加費（定額制） （月会費：毎月の費用）
月曜日～土曜日開催のクラスで、1週間の参加回数によります。
●ジュニア
ジュニア週1回 ジュニア週2回 ジュニア週3回 ジュニア週4回
5,400円
8,100円
10,800円
13,500円
●キッズ
キッズ週1回
3,240円

キッズ週2回
5,940円

キッズ週3回
8,640円

③ 参加費（回数制）：日曜日の練習、および中学生スクールの費用です。
※日曜クラスは平日クラスに参加されながら、都合のつく日に参加されても大丈夫なクラスとなっています。
1,080円/回
④ 参加費（回数制）：練習試合およびスクール対抗戦（3月末に実施予定）の費用です。
1,350円/回

２－２ 会費の引き落としについて
会費の引き落としは、 1ヶ月ごとの口座引き落とし になります。
I-NET、ゆうちょ銀行での引き落としは、ご提出いただいた口座から当月末（もしくは翌月末）に引き落としさせていた
だきます。（ワイドネットでの引き落としは少し遅くなり、その翌月の12日に引き落としとなります。）
口座振替依頼書による引き落とし手続きには、1ヶ月ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。
【会費引き落としの例 -定額制のみの場合- 】
6月入会、小学生、週2回参加（イオンクラスと
学院大クラス）の場合
6月分
施設用具費
年間 ¥5,400
基本参加費
週2回 ¥8,100
合計
¥13,500
6月分13,500円を6月末に引き落としになります。
※ワイドネットの引き落としは7月12日になります。
当月末引き落とし

【会費引き落としの例 -回数制のみの場合- 】
10月入会、小学生、週1回参加（日曜万博クラ
ス）の場合
10月分
施設用具費
年間 ¥4,320
3回参加 ¥3,240
基本参加費
合計
¥7,560
10月分7,560円を11月末に引き落としになります。
※ワイドネットの引き落としは12月12日になります。
翌月末引き落とし

※月途中（10日以降）の入会に関しては、当月末引き落としが間に合わない場合がございます。
その際は翌月末引き落としとなりますので、ご了承ください。

２－３ 会費請求の確認について
2015年度より、会費請求の確認をインターネット上の専用サイトで確認できる方法をとることになりました。
つきましては、ご面倒をおかけすることになりますが、下記のURLから専用サイトに登録していただき、毎月の請求額を
確認していただきますよう、よろしくお願いいたします。
〈専用サイト登録方法）
下記のアドレスより、メールアドレスを登録して手順に従って入力してください。
http://member.tsukuba-fc.com/member/register/
なお、登録名はお子さんの名前で登録するよう、お願いいたします。
※請求書をアップするにあたり、どの子どもの請求書をアップするか分からなくなってしまいますので、ご協力ください。

３

スポーツ保険の加入について
つくばＦＣジュニアスクールでは、スポーツ安全保険（加入区分Ａ１）に加入しております。詳しい補償内容については財
団法人スポーツ安全協会（029-300-4710）までお問い合わせください。（通院1日目から補償されます）
また、スクール生がクラブ活動中に事故や怪我などをした場合には、スポーツ安全保険の補償範囲内にて対応させてい
ただきます。事故発生後、10日以内にスタッフにお知らせください。手続きの方法などお知らせいたします。
（注１）事故発生の連絡が遅くなった場合には、補償できない場合もありますのでご注意ください。
（注２）体験期間中及び会員登録以前の怪我などにつきましては、補償しかねますのでご了承ください。

４

欠席について
練習会形式ですので、欠席の場合連絡の必要はありません。
所属しているチーム、ご家族の予定にあわせてご参加ください。

５－１ 予定の変更、雨天時の対応などについて
雨天時は中止となる場合があります。雷や雪、強風などで危険な場合にも中止になります。また、未就学児のクラスで
は気温なども考慮して中止になることもあります。ご了承ください。
また、練習中の降雨に関しては担当コーチの判断で中止・再開を決定致します。
※中止の連絡については、1時間前を目安に行います。
つくばＦＣジュニアスクールでは、中止の連絡、予定変更の連絡をメーリングリストにて行います。
メーリングリストについては、ＦＣ１１というサービスを利用しております。登録は、新規登録手順（６）をご覧になり、各自
で登録をお願いいたします。登録がうまくいかない場合には、各クラスの担当コーチに相談してください。
一部、携帯の機種によってはメールが届きにくいことがあります。

５－２ 練習中止時の、振替について
練習中止による振替は、下記の手続きを行ってから振替で練習に参加してください。
メールもしくは電話にて以下の項目を、ご連絡してください。
①氏名 ②学年（カテゴリー） ③中止になったクラス（日にち、曜日、会場）
④振替で参加するクラス（日にち、曜日、会場）
メール：furikae@tsukuba-fc.com
TELL:029-896-3553
例．①筑波太郎、②3年（U8）、③4/6（月）イオン、④4/8（水）イオン

６

ＦＣ１１への登録について
まずはＵＲＬにアクセスしてください。→ ｈｔｔｐ://ｆｃ11.ｊｐ/
【パソコン、スマホ版】
<手順1>新規登録
<手順2>メールアドレス入力

「新規登
録」ボタン
をクリック

「送信」
ボタンを
クリック

<手順3>本登録メール受信

空メールを
送信すると、
すぐに返
信がきま
すので、会
員登録ＵＲ
Ｌに再度ア
クセスして
ください。

本登録用の
URLにアクセス

<手順4>ログインID・パスワード設定

登録完了

<手順5>クラブ登録申請
<手順6>メンバー登録

ご利用規約に
同意のうえ、ID・
パスワードを設
定
IDとパスワード
は忘れにくいも
のを各自でご登
録ください。

「クラブ登録」
をクリック

メンバー情報を入力し、「クラブ
ID」には「tsukubajr」を入力して
ください。
グループ（学年）を正確に登録
するようお願いします。

確認画面

完了

クラブの管理者より
承認されると、ペー
ジを閲覧できるよう
になります。

お願い：メールアドレス変更した場合は速やかに、再登録をお願いいたします。

７

練習試合について
つくばＦＣジュニアスクールでは、地域の少年団やクラブと練習試合を行っています。
試合の日程が決まり次第、FC１１にてお知らせいたします。
参加を希望される場合は、事前にお知らせする連絡先まで、必要項目を明記の上、ご連絡ください。
メンバーの決定など、準備が必要ですので必ずお願いいたします。
※練習試合の参加には、統一されたユニフォーム一式が必要です。上着は、支給されたものを着用してください。パン
ツ（2,300円～）、ソックス（1,400円）に関しては指定のモノをご購入ください。(別紙参照)
練習試合に参加予定の方は入会時にできる限り、ご購入ください。

８

振替制度について
つくばＦＣでは、振替制度を採用しております。学校行事や、地域の行事、家族旅行、少年団の活動などで練習に参加
できなかった場合に振替で別の日の練習に参加することが出来ます。本資料の最後のページにて詳しく説明しておりま
すので、熟読の上ご利用ください。（注：当日の体調不良等では振替できません）

９

次年度のクラスについて
2月末頃に、次年度の参加継続意思確認の案内を配布いたします。
メールにて、 ①継続かどうか、②継続の場合は参加予定クラス を記入の上、ご返信ください。
※双方に記録が残るようにメールでのご回答、よろしくお願いいたします。

10 退会・休会について
退会・休会される場合には、FAXまたはメールにて、退会・休会の前月12日までに連絡をお願いいたします。連絡が遅
れますと、参加費を頂く場合がございますので、ご了承ください。
①氏名②学年③参加クラスを明記の上、ご連絡ください。退会手続き完了後に、FAXまたはメールにて返信いたします。
※電話ですと、記録が双方に残らない為、必ずFAXかメールで連絡をお願いいたします。

11 申し込み事項の変更について
住所、電話番号、引き落とし口座など、変更がありましたら、メールまたはFAXにてお知らせください。
ご連絡の際には、①スクール生の氏名、②カテゴリーを明記の上、変更事項を記載してください。
※電話ですと、記録が双方に残らない為、必ずFAXかメールで連絡をお願いいたします。

12 ウェアについて
ジョイフル本田ロゴ入りつくばＦＣ練習着を１着、提供いたします。練習の際にご利用ください。なお２着目以降に関して
は、つくばＦＣ練習着（アディダス）の購入をお願いいたします。また、パンツやソックスも割引で購入出来ます。別紙をご
参照ください。購入希望の方は入会申込書の記入欄にご記入ください。

13 お問い合わせ先
特定非営利活動法人つくばフットボールクラブ
〒305-0071 つくば市稲岡66-1 イオンモールつくばA区画 スポーツシューレつくば
事務所 TEL/FAX ： 029-896-3553 / 029-896-3670
アカデミーダイレクター ： 内田 光洋 / スクールマスター ： 坂本 龍一

メール： school@tsukuba-fc.com
公式サイト ： http://www.tsukuba-fc.com/
☆ 入会までの手続きは無事に完了しましたか？下記の項目で確認してみてください。

□

入会申込書の提出

□

預金口座振替依頼書の提出

□

メーリングリスト（ＦＣ１１）への登録

□

引き落としの確認（1ヶ月に一度）

□

ユニフォーム（パンツ、ソックス）の購入（練習試合参加予定者）

つくばＦＣジュニアスクール 振替制度についてのご案内
振替制度の趣旨
振替制度は（以下、振替）、参加者である子ども達が、サッカー以外の活動に積極的に参加できるように促す制度です。
小学生、児童年代は、様々なことを学ぶ時期であり、家族との触れ合い、地域住民、様々な人との交流は、成長過程に
おいて重要であり、そのような機会を大切にしたいとつくばFCは考えています。

振替方法
原則、休む日の1週間前までにメールにて以下の項目をご連絡ください。
①氏名（ふりがな） ②学年（カテゴリー） ③休むクラス（日にち、曜日、会場）
④振替で参加するクラス（日にち、曜日、会場） ⑤欠席理由
※何らかの理由でメールが行えない場合、電話での振替もお受けいたします。

振替対象について
振替を認める理由としては、上の趣旨に合ったものとします。
振替対象⇒学校行事、地域の行事、家族旅行、少年団の活動など。（雨天中止も含む）
振替対象にならない理由⇒当日の体調不良やケガ等は基本的には、受け付けません。
※例外として１週間以上前から参加できないことがわかっている病気、大きなケガについてはこの限りとはしない。
※休会中の振替は行うことができません。

振替期間について
お休みになった日から3ヶ月の期間を振替可能日とする。
例）休む日：8月1日 振替可能日：8月1日～11月1日

振替クラスについて
○振替を行えるクラスは、原則として参加しているカテゴリーとする。
※別のカテゴリーに参加希望される方は、別途ご相談ください。
※イベント（サッカーフェスティバル、親子サッカーなど）への振替参加も不可となっています。
※2018年度より練習試合およびスクール対抗戦への振替1日分での参加も行えません。(費用が異なるため)
○平日練習・日曜練習どちらへの振替も可能です。
※ジュニアユースのスペトレへ参加する場合は別日に振替をしてもらい、別途スペトレへの参加費がかかります。

試合への振替利用について
2017年度より試合の参加費は1,350円、3時間を大きく超える試合になりますと試合2回分の2,700円が費用となります。
（翌月末口座引き落とし）
そのため、試合1回分には振替2日分を、長時間の試合には振替4日分であれば、振替参加することもできます。ご利
用になる場合は、試合申し込みの際に、その旨ご連絡ください。

振替制度に関してのお問い合わせ先
振替制度についてご質問等ありましたら下記のご連絡先までお願いいたします。
スクール担当 ： 坂本 龍一 ・ 中島 良太
メール ： furikae@tsukuba-fc.com
ＴＥＬ/FAX ： 029－896－3553 / 029－896－3670
特定非営利活動法人 つくばフットボールクラブ
〒305－0071 つくば市稲岡66－1 イオンモールつくばA区画
スポーツシューレつくば
TEL：029－896－3553 E-Mail： staff@tsukuba-fc.com
理事長：石川 慎之助

