2017 年度

FCFJ KIDS SOCCCER SCHOOL 規約

1.

FCFJ Kids Soccer School の概要
本スクールは FCFJ（FC Frankfurt Japan）の組織内で活動する。
Kids Soccer School の略称を KSS と言う。
コーチングスタッフが幼稚園児～中学生に一貫した指導を行う。

2.

KSS の目的
本スクールでは子供のサッカーの技術向上・運動神経向上を目指し、より多くの子供たちにサッカー
を「大好き」になってもらう事を目的とする。
また、ドイツの現地サッカークラブで生じる問題をサポートするためにある。

3.

対象年齢
親子 de サッカー教室：Pre 年少〜年少（2014 年〜2013 年生まれ）
幼稚園部： 年中～年長
小学部：小学 1 年生～小学 6 年生
中学部：中学 1 年生～中学 3 年生
※ 小学生の中学部への入会は専任コーチに認められた小学 5 年生以上から参加可能とする。

4.

入会資格
スクールに定められた対象年齢に該当する者とする。
入会者は本スクールの趣旨に賛同し規約を厳守できる者とする。
各 Verein（地域チーム）に所属している選手、または無所属の選手に入会資格がある。

5.

練習場所 及び 練習時間
親子 de サッカー教室・幼稚部・小学部は毎週日曜日を練習日とする。
＜練習場所＞
＜練習時間＞
4 月-10 月：Sportanlage Dornbusch 芝生グラウンド 09：00-11:00 小学部／11:00-12:00 幼稚部/親子
11 月-2 月 ：Niederrad Soccer Point 室内グラウンド 10：00-12:00 小学部／12:00-13:00 幼稚部/親子
3月
：Sportanlage Dornbusch 芝生グラウンド 09：00-11:00 小学部／11:00-12:00 幼稚部/親子
中学部は毎週土曜日を練習日とする
通年：FV Hausen 人工芝グラウンド 練習時間 18:15- 20:15

集合時間 18:00

6.

年間スケジュール
小学部/中学部の年間スケジュール表を別紙にて定める。
予定は変更・追加・取消になる可能性がある。 年数回の対外試合、遠征、各種イベントを行う。

7.

持ち物
サッカーに必要な物をお子様自身に準備させるようにする。
中学部のサッカーボールは 5 号球を使用。
小学部のサッカーボールは 4 号球を使用。
幼稚部のサッカーボールは 3 号球を使用。（無い場合は 4 号球使用）
親子 de サッカー教室は 3 号球か 4 号球があれば持参。必須とはしない。
なるべく一人一個持参する。夏場は暑くなるので飲み物を忘れずに持参する。
怪我の防止のため練習及び練習試合ではレガースの着用を義務とする。（小学部以上）

8.

会費
親子 de サッカー教室 30EUR (25.21EUR+19%Mwst) / 月
幼稚部 35 EUR (29.41EUR+19%Mwst) / 月
小学部 40 EUR (33.61EUR+19%Mwst) / 月
中学部 45 EUR (37.81EUR+19%Mwst) / 月
各コースに定められた月謝を四半期毎 練習前に FCFJ 専用の月謝袋に入れ持参、受付にて支払う。
支払い証明として FCFJ 専用判子を押す。
体験会に参加した月は 1 回 10 Euro を参加費として四半期毎の月謝と共に初回活動日に納める。
帰国による退会の場合、退会の月は参加費を 1 回 10 EUR として該当 月初回活動日に納める。
また必ず当事務局へ事前にメールで連絡をする。
正式な領収書が必要な場合は、必要有無をスタッフに伝え KM Sports GmbH より発行する。

9.

入会金（FCFJ 専用着代金 ＆ 施設使用料） ※幼稚部 / 小学部 / 中学部のみ
120EUR
内約は専用練習着代と施設使用料となり入会時に支払う。入会後 1-2 か月で専用着を配布する。
※親子 DE は不要、ただし幼稚部へ進級の際 請求するので予めご了承下さい。

10. トレーニングウェア
練習時や遠征時は指定のトレーニングウェアを着用する事。ユニフォームは試合時にも利用する場合
がある。トレーニングウェアの不良品、幣クラブ側のサイズ違い等に関する返品は納品後、１週間以
内に申し受ける。納品時に不良品や間違えがないかしっかり確認する事。上記、以外の返品、返金は
認めない。背番号の指定は不可。追加注文は E メールにて随時受付ける。月末発注となる為、納品ま
で 1-2 か月要する。
11. 兄弟/姉妹 特典
3 人目の弟もしくは妹は会費無料にて入会を認める。3 人とも会員である事を条件とする。
12. 保険
会費には傷害保険、スポーツ保険費用は含まれておらず、各個人の保険で対応する。
13. 休会手続き
一時帰国、怪我などの止むを得ない理由による休会を、4 半期毎に月単位の休会をメールにて
申し受ける。休会月の月謝支払い義務はない。支払済みの月謝は返金不可。
4-6 月休会：3 月末まで申請可
7-9 月休会：6 月末まで申請可
10-12 月休会：9 月末まで申請可 1-3 月休会：12 月末まで申請可
※休会中の練習参加については中学部のみ１回€２０で参加を認める。
※申請は参加予定の前の月までに必ず事務局へメールにて行う、口頭は認めない。
14. 退会手続き
本帰国や個人的な理由により退会を希望する者は、適時申し出ること。当スクール事務局へメールに
て連絡をする。月途中に申請する場合、翌月からの退会扱いとする。支払い済みの月謝は返金不可。
15. 強制退会
スクールに悪影響を及ぼすと KSS 運営スタッフが判断した場合、強制退会もあり得る。
16. 連絡方法
KSS からの連絡は E メールにて実施する。
E-Mail:fcfj1997kss@km-sports.com

17. 練習の中止
小学部と中学部は基本雨天決行とする。練習参加の判断はご両親の判断に委ねる。
屋外での雨天時の練習は練習時間短縮する場合がある。
積雪、雷雨など明らかに練習が出来ない状況の場合は、練習を中止とする。
親子 de ボール運動教室と幼稚部の屋外雨天時は練習を中止とする。
練習の中止は練習開始 1 時間 30 分前までに下記専用 HP（月間スケジュール）にて知らせる。
http://www.fcfj1997.de/schedule_kids.html
18. コーチングスタッフ
加藤康人、増嶋義己、渡辺侑弥、河内友孝をヘッドコーチとしてグループ全体を統率・練習を指導す
る。岡村麻衣子、土屋亮泰、浦島 直紀、ペーラー大地を専任コーチとして練習を指導する。
19. ボランティアスタッフ
コーチングスタッフ以外はボランティアスタッフが練習をサポートする。ボランティアスタッフは主
に練習補助・運営サポートを行う。ボランティアスタッフの条件は特になく、随時募集、毎回参加の
義務はない。
ご父兄の皆様も運動ができる服装でお越しいただき、是非ご協力をお願い致します。
20. ホームページ
FCFJ 専用のホームページを下記 URL に定める。
http://www.fcfj1997.de
21. 会員情報
入会、更新時に取得する個人情報はスクール内業務、会員内連絡などに使用することのみ認める。
会員はスクール内配布用紙、またはクラブホームページに掲載される写真などの肖像権を原則放棄す
る。
22. 運営サポート
本スクールは法人 KM Sports GmbH により運営をサポートされる。
http://www.km-sports.com/
23. 忘れ物の取り扱い
専用の忘れ物 BOX を設置する。忘れ物の問い合わせは極力控えて頂く。
保管期間は 1 か月とし、1 か月を越しても引き取り手が見つからない場合は、廃棄、ユニセフ寄付等
クラブ側に対処法を委ねる。
忘れ物に関しての保管状態、紛失等に関しては一切責任を負わない。
24. その他
ご父兄の意向も踏まえてスクールを運営して行く為に常にご意見を承る。
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