HOOT フットボールスクール

<平成 29 年度スクール要項>
①入会手続きについて
1. 入会規約、当書類の内容をよくご理解の上、「入会申込書」を提出
2. 「スクールキット申込書」を提出
3. 初期費用のお振込
②平成 29 年度指導カテゴリー、スケジュール
【キッズ・ジュニアスクール】
楽しみながらサッカーの「テクニック・スキル」を上達させるだけでなく「インテリジェンス（戦術面）」、
「フィジカル」、「サッカーの考え方（サッカーブレイニング）・パーソナリティー・社会性」の 4 領域を総
合的に学んでいくスクールです。添付の「スクール活動概要」で詳細内容をご確認下さい。
u

[週１回コース]、[週２回コース]、[週３回コース(3 年生以上)]を選択できます。

u

各クラス定員；12 名まで。
月
U-4,5,6 クラス
（年少〜年長）
U-7,8 クラス
（小学 1,2 年）

火

水

木

金

17:00〜18:00

16:00〜17:00

16:10〜17:10

(60 分)

16:00〜17:00

(60 分)

(60 分)

(60 分)

JP-FIELD

(60 分)

打越台 G

木津城址

打越台 G

16:00〜17:00

17:00〜18:00
公園 G

(60 分)

兜谷 G

JP-FIELD

U-9,10 クラス

19:00〜20:30

（小学 3,4 年）

18:10〜19:40

17:20〜18:50

(90 分)

U-11,12 クラス

(90 分)

(90 分)

精華西中学校 G

（小学 5,6 年）

打越台 G

打越台 G

(打越台 G)

※ 週２・３回コースの方は原則として中止時の振替は設定いたしません。
※ 週１・２回コースの方は参加曜日を指定していただきます。
※ 週 1 回コースの方は３か月間（一期）で１０回を目安とし、回数不足が発生した場合の振替はその都度設定いたします。
その際他曜日への振替をお願いする場合もございます。
但し、打越台 G 会場での U-9〜12 クラスは雨天などでグランドセッションができない場合は管理棟でのレクチャー（講
義）を実施しますので基本的には中止はありません。
※ U-9〜12 クラスの金曜日会場は、精華西中学校 G をメイン会場とし使用できない場合は打越台 G など他グランドで行い
ます。
※ JP-FIELD 会場は①16:00〜17:00 が U-4,5,6 クラス、②17:00〜18:00 が U-7,8 クラスになります。

<送迎バスに関して>
<運行区域>

上記スケジュール表の灰色部分クラスでは送迎バスを運行します。

月曜日全クラス・水曜日の 16:10〜17:10 のクラス；精華町内のみ
水曜日 17:20〜18:50 のクラス・金曜日夜スクール；全学区（但し、金曜日は往路のみ）
※運行経路の関係上ご希望通りにいかない場合があります。ご了承ください。
※費用（マイクロバス維持費）など詳細は別途ご案内致します、

②スクール会場
［打越台 G］精華町打越台グランド （照明・駐車場あり、精華町北稲八間小字打越台）
［精華西中学 G］精華西中学校（照明・駐車場あり、精華町光台九丁目）
［兜谷 G］木津川市兜谷公園内（駐車場あり、木津川市兜台 6 丁目 4 番地）
［木津城址公園 G］木津川市木津城址公園内（駐車場あり、木津川市城山台）
［JP-FIELD］（人工芝フットサル場、照明・駐車場あり、木津川市梅美台 1 丁目 1-4）
③会費について
【キッズ・ジュニアスクール】
入会金(初年度のみ)
U-4〜8 クラス

U-9〜12 クラス

3,000 円

3,000 円

年会費
7,000 円

7,000 円

一期分会費（1 か月）
<週 1 回>

<週 2 回>

15,000 円

21,000 円

（5,000 円）

（7,000 円）

<週 1 回>

<週 2 回>

<週 3 回>

18,000 円

24,000 円

30,000 円

（6,000 円）

（8,000 円）

(10,000 円)

※ 年会費には、スポーツ障害保険代＋事務手数料(¥1,000)が含まれています。
※ 年度途中の入会時には年会費は「¥1,000(保険料、手数料)+(¥500×残りの月数)」で算出します。
※ 兄弟割引：二人目以降に適用されます。入会金免除、期会費 3,000 円引き（各月 1,000 円引き）。
※ 親子サッカースクールからの入会の場合は入会金は無料になります。

④会費納入について
1. 納入の仕方
一年を四期に分けて、クラブ指定の口座に振り込んでいただきます。
（第一期；4,5,6 月、第二期；7,8,9 月、第三期；10,11,12 月、第四期；1,2,3 月）
2. 納入期日
一期：３月２５日まで（年会費・４・５・６月分）、

二期：６月２５日まで（７・８・９月分）

三期：９月２５日まで（１０・１１・１２月分）、四期：１２月２５日まで（１・２・３月分）
※ ２５日が休日の場合は、前営業日までにお振り込み下さい。
※ 一旦納入された会費は返金致しません。なお、振込手数料は会員様でご負担下さい。
3. 振り込み口座
京都銀行

精華町支店

（特定非営利活動法人

普通口座

３９４１４２３

トクヒ）フートスポーツアカデミー

フートスポーツアカデミー）

4. 振込の際の注意
振込の際は、お子様のフルネームでお振込みください。
5. 初回納入金額：入会金＋年会費＋期会費（月会費×３か月分）
※例)５月入会の場合；入会金＋年会費（¥1,000＋￥500×11 か月）＋月会費（５,６月分）を振込。
6. 会費の滞納が発生した場合は、退会処理をさせて頂くことがございます。ご注意下さい。

⑤退会について
退会を希望される場合は、退会を希望する月の前月１５日までにクラブ所定の「退会届」をご提出下さい。ただし、
期の途中退会の場合は、その当該期会費の月割による金額の返金はされません。
各期の最終月１５日までに手続きが完了しない場合は規約に基づき継続とさせて頂きます。
⑥傷害保険について
入会・更新時にクラブがスポーツ安全保険へ加入します。スクール中の怪我、事故のみならず、行き帰りの際の怪
我、事故の場合も保険の対象となります。
※ 保険会社の規定により傷害保険が利かない場合もありますので、その際はご了承下さい。

⑦スクール活動について
1. 祝日、春休み、冬休みは原則的にスクールを行いませんが、長期休み、休日等を利用して交流試合などのイベ
ント(希望者)を行う予定です。夏休みに関しましては通常スケジュールを変更して行う場合があります。
2. 会場の都合上、時間を変更して行う場合がございます。
3. 雨天、悪天候などでスクールを中止する場合は、開始１時間前までに一括メール配信でお知らせします。
⑧その他
1. ボールは個人でご持参下さい。
2. スクールにはクラブ指定のスクールウェアでご参加頂きますようお願い申し上げます。
3. 月間スケジュール、会場・時間変更等の連絡事項に関しては、一括メール配信、及び、法人 HP でお知らせい
たします。
尚、ご質問等がございましたら、下記連絡先までご遠慮なくご連絡下さい。

［NPO 法人 HOOT Sports Academy］
〒619-0237

京都府相楽郡精華町光台７丁目１９—１

１０１

Tel/Fax：０７７４−９５−３４４９

スクール直通携帯：０８０—３１１９−５４０４

クラブ公式 HP：http://hootsa.org/

E-mail：school@hootsa.org

担当者：越智

文啓

