
・初回体験日をお申し込みください。

・初回体験時に無料体験スクール申込書への記入をお願いします。

・４回まで無料体験できますので、体験日をお申し込みください。

・その都度、次回の体験日をお申し込みされても結構です。

・練習日を決めて頂き、入会申込書、健康予備調査書を提出して

　ください。

 ・年会費、初回2ヶ月分月会費、保険料（800円 4/1~3/31）の支払をお願いいたします。

　※保険は入金してから効力が発生いたしますので、初回練習日

　　までにお支払いください。

・ユニフォーム等は決まっていませんので、運動の出来る服装で

　ご参加ください。

・水分補給のための水分、着替えをお持ちください。

・シューズは、フットサルシューズや、サッカーのトレーニング

　シューズの着用が望ましいです。

・ユニフォームや練習着の販売も行っておりますのでお気軽に

　ご相談ください。

・所定のコース変更届け用紙に記入の上、コーチにお伝えください。

・所定の振替届け用紙に記入の上、コーチにお伝えください。

・所定の退会届、休会届け用紙に記入の上コーチにお伝えください。

入会されない場合

入会書類提出

・次回、機会がありましたら体験に来てください。

内灘FC・アカデミー内灘FC・アカデミー内灘FC・アカデミー内灘FC・アカデミー 入会までの流れ入会までの流れ入会までの流れ入会までの流れ

スポーツ保険料支払

初回練習日

コース、曜日変更

振替

退会、休会

※ご不明な点がございましたら、何なりと担当コーチにご相談ください。

無料体験お申し込み

ご

入

会
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内灘FC・アカデミー入会規約 

2020 年４月 １日 

・ ご入会と会費について 

１、「入会申込書」に本人の写真を貼付・押印して、「健康予備調査書」と合わせてご提出ください。 

２、入会時に月会費とは別に年会費￥４,500（プラッツうちなだ年会費含む、後期 10 月以降は¥４,000） 

を申し受けます。 

  ただし、ご家族兄弟姉妹がプラッツ会員の場合、二人目以降はプラッツ年会費を 1 名に付き 200 円割引 

させて頂きます。 

３、月会費は、2 ヶ月分を現金で集金させて頂き、3 ヶ月目から翌月分を前月月末にご指定のゆうちょ銀行もしく

は北國銀行口座より引き落としさせて頂きます。 

４、毎月 15 日以降の入会の場合、月会費は 2,000 円引きとなります。（U-6 スクールは 1,000 円引き） 

５、ご兄弟姉妹が内灘 FC・アカデミー会員の場合、二人目以降の月会費は 1,000 円引きとなります。 

６、内灘 FC・ジュニアに入団されているお子さまは週 1 回の練習で 1,000 円週 2 回の練習で 1,500 円の割引を

させていただきます。 

７、割引きの併用は致しかねますのでご了承ください。 

・ 休会・退会について 

1、 休会 

１ヶ月以上休まれる場合、休会といたします。（月単位） 

休会する場合は、休会する月の前月末までにご連絡をお願いいたします。 

ご連絡はお電話、E-mail 又は練習日にコーチまでお申し付けください。 

休会月の月会費は 1,000 円といたします。（兄弟割引など他のサービスとの併用は致しかねます。） 

ご連絡が無い場合は休会扱いとなりませんのでご注意ください。 

2、 退会 

退会する場合は、退会する月の前月 15 日までにご連絡をお願いいたします。 

ご連絡はお電話又は練習日にコーチまでお申し付けください。 

  例えば、３月末に退会する場合は２月 15 日までにご連絡をお願いします。 

  ご連絡が無い場合は退会扱いとなりませんのでご注意ください。 

・ 練習日について 

1、 月曜日から土曜日の間で都合の良い日をお選びください。 

  曜日を変更する場合は、変更月の前月末までにお電話又は練習日にコーチまでお申し付けください。 

2、 祝祭日のスクールはお休みとさせて頂きます。 

  振替することができます。振替日をご連絡ください。 

3. 練習場所の変更などの連絡は掲示板 https://6216.teacup.com/academy/bbs にてご連絡いたします。 

  詳しくはスクール予定表を確認ください。 

・ 振り替えについて 

1、 練習日が祝祭日の場合は休みになりますが、前後一ヶ月に限り振り替えることができます。 

  また、自己都合（風邪など）の場合も休まれる日までにご連絡された場合に限り適用できます。 

ご連絡はお電話又は練習日にコーチまでお申し付けください。 



 

・ コース変更について 

1、 週１回から週２回又は、週２回から週１回に変更する場合、変更月の前月末までに 

お電話又は練習日にコーチまでお申し付けください。 

  クラスの人数の状況により承れない場合もございます。予めご了承お願いします。 

・ 傷害保険について 

1、 アカデミー生全員スポーツ安全保険に加入いたします。 

2、 万が一の怪我などの場合は、スポーツ安全保険の補償内で対応させて頂きます。 

3、 入会時に保険料として（￥８００）をお支払いください。 

加入手続きはプラッツうちなだで一括加入を行います。 

4、 一年掛け捨て保険の為、継続される方は、3 月の会費と一緒に引き落としさせて頂きます。 

・ 事故の責任について 

1、 施設管理者・コーチ又は施設利用規則にしたがって行動をしてください。 

これに違反をして傷害事故等が発生した場合、当アカデミーでは一切関知いたしません。 

・ 練習日に持参するもの 

1、 シューズ 

2、 飲み物（水筒） 

3、 着替え 

4、 タオル 

5、 ウィンドブレーカー等 

6、 すね当て 

※ お子様の持ち物にはすべて名前を書いてください。またゲーム等の持ち込みは禁止いたします。 

・ 個人情報について 

1、 ホームページ等で生徒の写真を紹介する場合があります。差し支えのある生徒さんは予め内灘 FC まで 

ご連絡をお願いいたします。 

2、 お預かりした個人情報は厳重に保管いたします。 

内灘 FC の案内以外には使用いたしません。 

・ その他 

1、 道路・駐車場等ではボール遊びをしない様にお願い致します。 

車の往来や他利用者の迷惑になります。約束を守るようご指導ください。 

 

 

内灘 FC・アカデミー 

担当： 吉田 

TEL／FAX:     090-1312-0012 

E-mail: academy@uchinadafc.com 



尚、この手続きは入会規約を順守し保護者同意の上で行います。

ふ　り　が　な

入会者氏名

保 護 者 氏 名 ㊞

申し込み日付 年 月 日

入会希望クラス 週　　回 曜日

　　〒 －
市・町

TEL － －

　１　徒歩　　　２　自転車　　　３　バス　　　４　自家用車

スクール開催施設までの所要時間　　　　約　　　　分

年齢 続柄

本人

保護者

何をごらんになってご応募頂きましたか １、新聞広告 ２、チラシ(店内、他の商店、学校で配布）

３、知人の紹介（　　　　　　　　　　　　　　　　様）

４、インターネット ５、その他

U-6・U-9・U-12・女子

本人と判断できるもの

スナップ写真可

４cm×３ｃｍ

登録メールアドレス：

月入会

内灘FC・アカデミー

写真添付

住　所

年

学校・幼稚園名 学年 　　　年生　　年中・年長

生年月日 年齢　　　　年　　　　月　　　　日（西暦） 性別 男・女

御　　　家　　族

氏　　　　　名 スポーツ暦

通所手段

第１緊急連絡先   TEL　　-　　-　　　　メールアドレス：

第２緊急連絡先   TEL　　-　　-　　　　メールアドレス：

本人の性格・特記事項

ご　　入　　会　　の　　動　　機

＜入会申込書＞



＜健康調査書＞

学年 年生

１．　血液型　 型 RH　　＋　　－

２．　既往症について　（該当するものに○印をつけてください。）

・小児喘息 ・小児マヒ ・テンカン

・心臓疾患 ・胃腸疾患 ・内分泌疾患

・扁桃腺 ・気管支炎 ・肺炎

・ヘルニア ・関節炎 ・中耳炎

・腎臓病 ・その他（　　　　　　　　　）

3．　現在通院している場合、その病名又は症状をご記入ください。（通院されている病院名）

4．　入会時点での健康状態

・非常に良い　　　・良い　　　・普通　　　・あまり良くない　　　・悪い

５．　その他健康状態で特別に申告しておかなければならない事項をご記入ください。

（また、不安な点がありましたら申告ください。）

上記申告に相違ございません。練習に参加させることに
同意をいたします。

年 月 日

保護者氏名 ㊞

内灘FC・アカデミー

入会者氏名



内灘FC・ACADEMY

《クラス別時間割》

曜日 月・水・木・金・土 月・水・木・金・土 月・水 木

コース U-6 U-9 U-12 ジュニアユース カテゴリー

定員 16名 16名 20名 16名 U-6 16 名 名

U-9 16 名 名

U-12・女子 16 名 名

《年会費》　　　　・内灘フットボールクラブ年会費　3,000円 カテゴリー 定員 現状

・プラッツうちなだクラブ会費　　1,500円 U-6 0 名 名

U-9 16 名 名

《スポーツ保険料》・800円/年（4/1～3/31） U-12 0 名 名

《月会費》

カテゴリー 定員 現状

１回 2回 ３回以上 U-6 16 名 名

U-6 U-9 16 名 名

年中〜年長 U-12 20 名 名

U-9・女子

1〜3年生 木曜

U-12 カテゴリー 定員 現状

4〜6年生 U-6 16 名 名

ジュニアユース U-9 16 名 名

中学生 女子 16 名 名

※ジュニア割引として、内灘FC・ジュニアに登録のお子さまは週1回の練習が1,000円/月割引。

　週2回以上は1,500円/月割引致します。 金曜

　兄弟割引との併用は致しかねますのでご了承ください。 カテゴリー 定員 現状

　その際には月会費に変更がありますので、ご了承下さい。 U-6 16 名 名

U-9 16 名 名

U-12 16 名 名

土曜

カテゴリー 定員 現状

U-6 16 名 名

U-9 16 名 名

合計 180 名 0 名

 現在

*** *** ＊＊＊

5,000円

4,500円 5,500円 6,500円

5,000円 6,000円4,000円

コース
回数/週

水曜

火曜

3,000円 4,000円

《クラス在籍人数》

月曜

定員 現状

2019年3月31日
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

サッカー競技場
フットサルコート

サッカー競技場
フットサルコート

サッカー競技場
フットサルコート

蓮湖渚公園

16:30～17:15 16:00～16:45 16:30～17:15 8:45～9:30

向粟崎体育館 向粟崎体育館
西荒屋小学校

体育館
向粟崎体育館

16:15～17:00 16:00～16:45 16:30～17:15 8:45～9:30

サッカー競技場
フットサルコート

向粟崎運動公園
サッカー競技場
フットサルコート

サッカー競技場
フットサルコート

蓮湖渚公園

17:15～18:30 16:45～18:00 16:45～18:00 17:15～18:30 9:30～10:45

向粟崎体育館 向粟崎体育館 向粟崎体育館
西荒屋小学校

体育館
向粟崎体育館

17:00～18:00 16:45～18:00 16:45～18:00 17:15～18:30 9:30～10:45

向粟崎運動公園
サッカー競技場
フットサルコート

蓮湖渚公園

16:45～18:00 18:30～20:00 10:45～12:00

向粟崎体育館 内灘中学体育館 向粟崎体育館

16:45～18:00 19:00～20:30 10:45～12:00

サッカー競技場
フットサルコート

18:30～20:00

内灘中学体育館

19:00～20:30

＊＊＊

冬季、雨天

冬季、雨天

外

冬季、雨天

外

U-6 ＊＊＊ ＊＊＊

U-9 ＊＊＊

内灘中学校体育館
19:00～20:30

＊＊＊

U-12 ＊＊＊ ＊＊＊

女子 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

外


