2019 年

FCBJ KIDS SOCCCER SCHOOL 規約

1.

FCBJ KSS の概要
Football Club Brussels Japan Kids Soccer School の略称を FCBJ KSS と言う。
コーチングスタッフは指導情報を共有し幼稚園児～小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・運動能力向上を目指し、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、ベルギー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
幼稚園部： 年中～年長
小学部：小学 1 年生～小学 6 年生
※ 幼稚園児の小学部への飛び級は専任コーチに認められた場合のみ参加可能とする。

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。男女共に入会可能とする。
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。
各地域チームに所属している選手も入会資格がある。

5.

練習場所 及び 練習時間
幼稚部・小学部は月 2 回もしくは 3 回ベースの 日曜日を練習日とする。（スケジュール参照）
＜練習場所＞
＜練習時間＞
小学部
3 月-11 月： Foret De Soignes Sport 芝生グラウンド
午前
11 月-3 月 ：Foret De Soignes Sport もしくは FIT FIVE 室内練習場
午前
幼稚部
3 月-11 月 ：Foret De Soignes Sport 室内グラウンド
11 月-3 月 ：Foret De Soignes Sport もしくは FIT FIVE 室内練習場

午後
午後

※詳細時間は随時 HP にて確認をする事。
※利用施設状況により、別施設を利用する場合がある。
6.

月間スケジュール
活動は月 2〜3 回ベースにて行う。施設予約状況や学校行事、市イベントや長期休みを考慮し、月 2 回
の月と 3 回の月を設定する。
詳細は小学部/幼稚部の月間スケジュールをホームページに記載する。四半期毎にトレーニング場所/時
間を確定し会員へ報告する。年数回の対外試合、遠征、各種イベントを行う。スケジュールの確定と
イベントは E-Mail にて知らせる。

7.

持ち物及び服装
FCBJ KSS 専用トレーニングウェア着用。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。
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 号球もしくは 4 号球を使用。
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。

8.

9.

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）
入会金
135EUR / 1 名 （入会時のみ）
含まれるもの：コーチ移動/宿泊費、専用トレーニングウェア（ジャージ上下&ユニフォーム上下）
月謝
月 2 回の月：幼稚部 25 EUR (税込) / 月
月 3 回の月：幼稚部 35 EUR (税込) / 月

小学部 30 EUR (税込) / 月
小学部 45 EUR (税込) / 月

各コースに定められた月謝を四半期毎 にメールにて請求書を送付する。
1 週間以内に銀行送金を行う事。1 か月後に入金が確認できない場合は催促を行う。
3 か月経っても入金が確認できない場合は、30EUR の催促金が発生する。
10. 体験会
体験会は初回のみ無料にて可能とする。体験会と同じ月の翌回以降のトレーニング回数を小学部
15EUR、幼稚部 13EUR として反映させ当月の月謝とする。
11. 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。
12. 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
注）申請は必ず事務局へメールにて行う、口頭はいかなる場合でも認めない。
13. 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、下記期日までに申し出ること。当スクール事務局
へメールにて連絡をする。請求書発行後の支払額変更要望は不可とする。支払い済みの月謝も返金不
可とする。
4-6 月退会：第一期（4 月 1 日頃）
7-9 月退会：第二期（7 月 1 日頃）
10-12 退会：第三期（10 月 1 日頃）
1-3 月退会：第四期 （1 月 1 日頃）

請求書発行前まで
請求書発行前まで
請求書発行前まで
請求書発行前まで

注）申請は必ず事務局へメールにて行う、口頭はいかなる場合でも認めない。
14. 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。
15. 連絡方法
KSS からの連絡は E メールにて実施する。 小学部/幼稚部：fcbj2017@km-sports.com
16. 雨天時の練習
基本、雨天決行とし、中止とはしない。
その際、参加させるか否かの判断はご両親の判断に委ねる。その際欠席する場合の連絡は不要。

当日の気温と雨天を考慮し専任コーチが屋外練習を不可と判断した場合、明らかに屋外で練習できな
い豪雨・雪、落雷の恐れがある場合などは室内で行えるトレーニングや講義（サッカー授業のような
教室でできるスポーツに関わるもの）を行う。もし、天候の判断が微妙な場合は室内履きを持参す
る。練習途中の天候悪化の場合は、体調面を考慮し、練習を早く切り上げる場合がある。
17. コーチングスタッフ
加藤康人、増嶋義己、渡辺侑弥、木村昴亮、利重亮太を専任コーチとしてグループ全体を統率・練習
を指導し、ペーラー大地、大澤 拓、坂井樹生、高越陽平をアシスタントコーチとして練習指導する。
18. 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。
19. ホームページ
FCBJ 専用のホームページを下記 URL に定める。
http://www.fcfb2017.be
20. 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。
21. 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/
22. 忘れ物の取り扱い
忘れ物があった場合は練習会場のフロントに預ける。
忘れ物に関しての取り扱いは原則クラブでは責任を負わない。
23. 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。
トレーニングウェアの不良品、幣クラブ側の手違いによるサイズ違い等に関する返品は納品後、1 週間
以内のみ申し受ける。納品時に不良品や間違えがないかしっかりと確認する事。
背番号は指定不可。
追加注文は E-メールにて受付ける。発注は月末に纏めて行う。
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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