
江古田サンダース　入会のご案内

江古田サンダース

代表　松 田　統

江古田サンダースサッカークラブはサッカーを通じ健全で明るい身体と心を作ることを主目的として活動し

ています。日本サッカー協会、中野区少年サッカー連盟に登録し、様々な大会への参加、他のサッカークラブと

の練習試合等も計画しています。

お子様の入会ご希望の方は規約をご確認のうえ、以下の手続きをお願いいたします。

１．入会申込書を松田代表 または 運営スタッフまでご提出ください。

２．入会金 及び 会費（初回は入会月により月割り。別紙資料をご確認ください）をゆうちょ銀行にお振り込

みください。

３．入会申込書の提出と同時に「サークルスクエア」への登録をお願いします。

                                                                            切り取り                                                                                     

江古田サンダース　入会申込書

江古田サンダースサッカークラブに入会します。 平成　　年　　月　　日

                                                                                                                                                       小学校

ふ り が な

学　年                                 児童氏名                                                                                         

生年月日                    平成　　　年　　　月　　　日                  

保護者氏名                                                                                       

住　所                                                                                                                                                       

電　話　　　　  -  　　　　  -  　　　　  

メールアドレス　                                  @                                        

以下をご確認のうえ✓を入れてください

□江古田サンダースサッカークラブ運営規約を確認、了承します



江古田サンダースサッカークラブ運営規約

１) 名　　　称 江古田サンダースサッカークラブ

２) 所　在　地 中野区江古田 3-11-11

３) 目　　　的 サッカーを通じて明るい身体と心をつくる。

４) 対象児童 小学校 1〜6年生 及び 幼稚園／保育園年長の男女

５) 加盟団体 日本サッカー協会、中野区少年サッカー連盟

・日本サッカー協会第４種登録のサッカーチームとの二重登録は不可。

６) 会　　　費 入会金 1,000円　会費 10,200円/6ヶ月

入会金 及び 会費は期間途中で退会しても返金されない。

７) 運　　　営 ・運営スタッフ 及び 父母会から選出の役員によりクラブの運営にあたる。

・運営スタッフ会議 及び 父母会は必要に応じて随時開催される。

８) 会　　　計 ・収入は会費等による。

・支出はスポーツ保険、備品購入、運営スタッフ・父母会役員費用、大会参加費用等とする

・会計報告は年度末総会にて行う。

９) 責任の分限 活動時には細心の注意を払って指導するが、クラブでは事故の際の責任は負わず、応急処

置のみ行う。

10) 退　　　会 退会は随時可能とするが、運営スタッフが必要と認めた場合は退会措置をとることができ

る。

11) 規　　　約 規約は総会にて策定する。

12) そ の 他 ・保護者は父母会に入会し、各係など運営の手伝いをする。

・練習・試合のスケジュールは運営スタッフに一任する。

・問題が発生した場合は父母会にて協議対応する。

・入会に際し指定練習着などを購入していただく。

・練習・試合中に児童の写真を撮影し、ホームページなどで利用する場合がある。

施行日：1985年 4月 1日

改定日：2015年 10月 1日

江古田サンダースサッカークラブ

代　表：松 田　統

連絡先：090-3109-8293

メール：mail@egota-thunders.com



入会金・会費のお振り込みについて

１．お振り込みにあたって

会費の送金にあたりましては [お子様のお名前] でお願いします。保護者様のお名前での送金はご遠慮

下さい。[学年記載] につきましては送金名義を指定できる振込方法の場合にはお願いします。

例) 2 ｻｯｶｰ ﾀﾛｳ (学年数字とお子様のお名前)　学年数字は幼児の場合は“0”でお願いします。

２．ゆうちょ銀行でご送金いただく場合

-1 電信振替　ゆうちょ銀行口座間の送金

・ATMで電信振替していただくと手数料が無料となります。

・口座名義での送金となり、送金名義の変更はできません。

・ATMでの [電信振替] にはキャッシュカード、またはキャッシュカード申し込み済みの通帳が必要

です。

-1 お子様名義の総合口座、キャッシュカードが必要です。お持ちでない方はお子様名義の口座開設、

キャッシュカード申し込みをお願いします。またキャッシュカードを申し込まれていない口座を

お持ちの場合はキャッシュカードをお申し込みください。

※1 口座開設(キャッシュカード申し込み含む)、開設済み口座のキャッシュカード申し込み、とも

に手数料は無料です。

-2 開設した口座に会費分を預け入れます。

-3 ATMで [電信振替] にてサンダース総合口座に送金します。

ATMでの操作：[送金]　→　[ゆうちょ口座への送金]

※1 窓口での送金では [電信振替] でも手数料が発生します。

※2 ゆうちょ銀行口座間ATM振替手数料は無料です。

-2 電信払込み　現金での送金(窓口のみ)

・送金はお子様のお名前で、学年記載をお願いします。例) 2 ｻｯｶｰ ﾀﾛｳ

・[電信払い込み(現金での送金/窓口のみ)] の送金では手数料が発生します。

３．他行からご送金いただく場合

・送金はお子様のお名前で、可能な場合には学年記載をお願いします。例) 2 ｻｯｶｰ ﾀﾛｳ

・他行からの送金では手数料が発生します。



４．振込金額と振込先口座

-1 振込金額

入会 金：1,000円

会　　費：10,200円/6ヶ月

※1 会費は半期分(4月〜9月分 または 10月〜翌 3月分)をまとめてお振り込みください。

※2 入会金 及び 会費は期間途中で退会されても返金されません。

-2 振込先口座

-1 ゆうちょ銀行からお振り込みいただく場合

記　　号：10020

番　　号：78696241

口座名義：エゴタサンダースサッカークラブ

-2 ゆうちょ銀行以外からお振り込みいただく場合

店　　名：〇〇八 (ゼロゼロハチ)

店　　番：008

預金種目：普通預金

口座番号：7869624

口座名義：エゴタサンダースサッカークラブ

入会月 入会金 会費 合計 入会月 入会金 会費 合計

4月 1000円 10200円 11200円 10月 1000円 10200円 11200円

5月 1000円 8500円 9500円 11月 1000円 8500円 9500円

6月 1000円 6800円 7800円 12月 1000円 6800円 7800円

7月 1000円 5100円 6100円 1月 1000円 5100円 6100円

8月 1000円 3400円 4400円 2月 1000円 3400円 4400円

9月 1000円 1700円 2700円 3月 1000円 1700円 2700円



練習上の注意事項

１．練習日時 毎週日曜日 低学年：AM8:30〜AM10:30

高学年：AM10:30〜PM1:30　

江古田小学校校庭にて練習を行います。ただし試合(練習試合含む) 及び 校庭開放の都合

により変更する場合があります。

２．江古田小学校の校庭は 1ヶ月に一度行われる校庭(球技)開放抽選会で使用許可が取れた場合に使用

できます。練習日程表にてご確認ください。

３．雨天 または 校庭の状態により校庭が使用できない場合は練習を中止します。

４．練習は休日の早朝であるため校庭開門前に多くの児童が集まると近所の方々のご迷惑となります

(過去に数回苦情がありました)。学校側に報告されるなどが度重なると校庭が使用できなくなる場合

もあります。学校の周りでは大きな声を出さない、自転車は所定の場所に止めていただくようご指導

願います。

５．クラブの運営と学校とは関係がありません。いかなる場合でも学校への電話によるお問い合わせは

ご遠慮ください。

６．試合等で江古田小学校以外へ遠征する場合には引率の協力をお願いします。なお公共交通機関での

移動が難しい場合には自家用車での移動とさせていただく場合があります。

遅刻を含めルールを守れない児童は再三注意し、ご父兄にも連絡します。それでも改善されない場合には

運営規約にもあるように退会をお願いする場合があります。



保護者の皆様へのお願い

江古田サンダースではクラブの円滑な運営と児童の練習環境整備のため、保護者の皆様の協力をお願い

しています。

・役員、係などは父母会で選任させていただきます。

・学年代表、各係などからお手伝いをお願いさせていただきますのでご協力ください。

１．練習時の当番

当番表に従い江古田小学校に来校し、自転車の整理、児童の忘れ物、ゴミの確認などをお願いします。

２．役員（父母会）など

・父母会長 ・書　記

・会　計 ・学年代表

・校庭抽選会 ・合　宿

・納　会 ・クリスマス会

・Web（広報）

３．練習時の当番

練習終了時間前(PM1:10)に江古田小学校に来校し、児童の忘れ物、ゴミの確認などをお願いします。

練習終了後にはコーチからの指示を受けてビブスを回収し洗濯、次回練習時AM8:30に返却してく

ださい。なおビブスの返却日については回収時に必ずコーチの指示を受けてください。

４．その他

試合等の江古田小学校以外への遠征時の引率をお願いします。なお引率時には以下をお願いする場

合があります。（試合当番）

-1 児童交通費の徴収と支払い

-2 遠征先での飲み物、ケガ等のお世話

-3 児童弁当持参時のコーチ食事の手配と立替え(コーチと相談してください)

-4 試合終了後、ユニフォーム・ビブスを回収。洗濯して次回練習時に返却

立替金は [毎月最終日曜日AM10:30～AM11:00] に江古田小学校にて精算します。レシート、領収書(ない

場合にはメモ書きでも可)を会計係にお渡しください。



サークルスクエアについて

江古田サンダースでは連絡網として、サークルスクエアを使用して大会等への出欠確認を行っています。

円滑なクラブ運営のため、速やかな登録へのご協力をお願いします。

登録方法

・サークルスクエアへの登録は、入会申込書提出時に受付された運営スタッフより招待メールを受け

取っていただき、そのメールより登録していただきます。

・マニュアルについては、登録後、サークルスクエア内のフォルダを参照ください。

・登録時のお名前は　[お子様の名前＋学年]　をご記入ください。　例）松田花子3

メールは2種類配信されます

１．お知らせメール

全員 または 学年ごとに一斉配信されます。お知らせなので返信は不要です。

２．出欠確認メール

対象学年ごとに一斉配信されます。メール本文よりURLをクリックするとサークルスクエアのスケ

ジュール出欠に誘導されるので、出欠の入力をしてください。

その他

１．出欠登録の間違い、予定が変更になった場合は、サークルスクエアにログインし、スケジュールから

対象日の出欠を修正ください。


