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 特定非営利活動法人 BIWAKO SPORTS CLUB 

スクール及び教室の開催要項について 

 

１．当クラブが実施する各スクール及び教室（以下スクール）に参加される方は、参加されるスクールの開催要項に

必ず目を通してください。 

２．スクールに参加される方は、ケガや事故を補償するための保険加入手続きや、スクール開催日の周知等が適切に

行えるように、会員登録は原則として必須とさせて頂きます。ただし、事業によっては非会員でも参加頂くこと

が可能です。非会員のままで参加される場合は、下記会員特典は適用されませんのでご了承ください。 

   ○スポーツ安全保険への加入によるケガ・事故の補償 

   ○広報誌の郵送(翌月のスクールの予定や、新規事業等の情報を掲載) 

   ○スポーツ用品店等での割引 

３．新規会員登録及び継続登録された方につきましては、開催要項の内容について承諾頂けたものとさせて頂きます。 

 

■全スクール共通 

〇体 験 ・体験として参加できるのは原則 2回までとさせて頂きます。 

     ・体験活動中のケガについて、応急処置はいたしますが保険の保障については致しかねることをご了承

ください。 

     ・サッカースクールのスペシャルコースでは体験での参加はできません。 

○振 替 ・スクール中止による振替は、各スクールの要項に従って設けますが、一部スクールでは振替日を設け

ないものがあります。また、振替日は各スクールで設定している開催日時及び会場とは異なる場合が

ありますことをご了承くださいますようお願いいたします。 

○休 会 ・1カ月以上休まれる場合は、前月の 10日までに所属されているスクールスタッフへご連絡ください。 

      ・上記期限以降の届出に関しては、一旦納入された会費の返納はいたしません。ただし、ケガや事故等

による不測の事態が生じたことによって、一定期間の参加が難しいと事務局が判断した場合は、その

限りではありません。 

 ○退 会 ・退会される場合は、前月の 10日までに、所属されているスクールスタッフへご連絡ください 

      ・上記期限以降の届出に関しては、一旦納入された会費の返納はいたしません。ただし、ケガや事故等

による不測の事態が生じたことによって、一定期間の参加が難しいと事務局が判断した場合は、その

限りではありません。 

 ○備 考 ・スクールの開催日は、前月末に配布する広報誌、また当クラブのホームページにおいてご連絡いたし

ます。 

      ・スクール中止の連絡は、各スクールでご登録頂いた連絡網にて、スクール開催の１時間半前までを目

処にお知らせいたします。 

 

■各種スクール 

(１)サッカースクール 

①エンジョイコース 幼児クラス 

 ○開催日 毎週月曜日 16時 00分～17時 00分 ＠和邇市民 G 

     毎週火曜日 16時 00分～17時 00分 ＠高島Ｂ＆Ｇ 

     毎週水曜日 16時 00分～17時 00分 ＠木戸小 G 

  ○対 象 年中～年長の男女 

○月会費 ・金額 〈週 1回〉2,500円／月   

〈週 2回〉4,500円／月 

・集金  原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 １か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 同月内で天候等の都合による中止が、2 回以上発生した場合は、2 回目以降の分を振替日として別日

に開催日を設ける 
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②エンジョイコース 小学生クラス 

○開催日 毎週水曜日 17時 10分～18時 40分  

○会 場 木戸小学校Ｇ            

  ○対 象 小学 1年生～6年生の男女 

○月会費 ・金額 2,500円／月  

・集金 原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 １か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 同月内で天候等の都合による中止が、2 回以上発生した場合は、2 回目以降の分を振替日として別日

に開催日を設ける 

 

③アカデミーコース・スキルアップクラス〈低学年〉  

○開催日 毎週月曜日 17:10～18:30 ＠和邇市民 G 

     毎週火曜日 17:10～18:30 ＠高島Ｂ＆Ｇ 

  ○対 象 小学 1年生～3年生の男女 

○月会費 ・金額 4,500円／月 

・集金 原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 １か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 同月内で天候等の都合による中止が、2 回以上発生した場合は、2 回目以降の分を振替日として別日

に開催日を設ける 

  ○備 考 エンジョイコース小学生クラスに無料で参加可能⇒毎週水曜日 17：10～18：40@木戸小 

 

④アカデミーコース・スキルアップクラス〈高学年〉 

 ○開催日 和邇校 毎週月曜日 18時 40分～20時 10分 ＠和邇市民 G 

      高島校 毎週火曜日 18時 40分～20時 10分 ＠高島Ｂ＆Ｇ 

      木戸校 毎週金曜日 17時 00分～18時 30分 ＠木戸小学校 G 

  ○対 象 小学 4年生～6年生の男女 

○月会費 ・金額 〈週 1〉5,000円／月 

         〈週 2〉7,000円／月 

         〈週 3〉9,000円／月 

・集金 原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 各校とも１か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 天候等の都合による中止が発生した場合は、振替日として別日に開催日を設ける 

  

 ⑤アカデミーコース・実践(試合形式)クラス 

○開催日 共通校 毎週水曜日 17時 30分～19時 30分 ＠和邇市民 G 

  ○対 象 小学 4年生～6年生の男女 

○月会費 スキルアップクラスにて、参加頻度に応じた金額をお支払いください。 

  ○開 催 １か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 天候等の都合による中止が発生した場合は、振替日として別日に開催日を設ける 

  〇備 考 実践クラスのみの単発参加はできず、受講する際はスキルアップクラス(和邇校、高島校、木戸校)の

いずれかへ参加することを必須とする。 

 ⑥スペシャルコース 

  〇開催日 月 1回土曜日 ＠びわこ成蹊スポーツ大学 

  〇対 象 年中～小学 6年生の男女 

  〇会 費 1,500円を実施毎に徴収 ※一部参加者は無料(備考欄を参照) 

  〇振 替 天候等の都合による中止が発生した場合は、振替日として別日に開催日を設ける 

  〇備 考 アカデミーコース及びエンジョイコース幼児クラス(週 2)に所属の方は参加費無料 
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(２)陸上スクール 

 ○開催日 原則として毎週土曜日 14時 00分～16時 00分  

○会 場 びわこ成蹊スポーツ大学 陸上フィールド（陸上トラック） 

  ○対 象 小学 1年生～中学 3年生の男女 

○月会費 ・金額 2,500円／月 

・集金 原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 １か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 同月内で天候等の都合による中止が、2回以上発生した場合は、2回目以降の分を振替日として別日 

 

(３)陸上アスリートスクール 

 ○開催日 毎週水曜日 17時 00分～18時 30分  

○会 場 びわこ成蹊スポーツ大学 陸上フィールド（陸上トラック） 

  ○対 象 小学 4年生～6年生の男女 

○月会費 ・金額 5,000円／月 

・集金 原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 １か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 天候等の都合による中止が発生した場合は、振替日として別日に開催日を設ける 

 

(４)バスケットボールスクール 

 ○開催日 毎週水曜日 17時 00分～18時 30分  

○会 場 びわこ成蹊スポーツ大学 メインアリーナ 

  ○対 象 小学 1年生～6年生の男女 

○月会費 ・金額 2,500円／月 

・集金 原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 １か月に 4回の開催を目処とする（年間 48回） 

  ○振 替 同月内で施設の都合等による中止が、2 回以上発生した場合は、2 回目以降の分を振替日として別日

に開催日を設ける 

 

(５)フットサルスクール 

 ○開催日 毎月隔週土曜日 17時 00分～18時 30分  

○会 場 びわこ成蹊スポーツ大学 マルチアリーナ２階(山側体育館) 

○対 象 小学 1年生～6年生の男女、一般女性 

○月会費 ・金額 1,500円／月 

・集金 原則として月謝袋を月初めに配布、同月内の最終開催日までに集金 

  ○開 催 １か月に 2回の開催を目処とする（年間 24回） 

  ○振 替 都合によりスクールが実施できなかった場合は、振替日として別日に開催日を設ける 

 

(６)BSCテニス教室 

 ○開催日 毎月隔週木曜日 10時～11時 

○会 場 大阪成蹊学園びわこセミナーハウス(蓬莱) 

○対 象 一般女性・男性 

○会 費 ・金額 会員 1,000円／回  非会員 1,500円／回 

・集金 参加当日に集金 

  ○開 催 １か月に 2回の開催を目処とする（8月を除く年間 22回） 

  ○振 替 原則として、雨天中止等の都合による振替日は設けない 
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(７)BSCウォーキング教室 

 ○開催日 月 1回土曜日の午前中 

○会 場 木戸小学校周辺等 

○対 象 一般女性・男性 

○会 費 会員無料、非会員有料 

  ○開 催 １か月に 1回の開催を目処とする（年間 12回） 

  ○振 替 原則として、雨天中止等の都合による振替日は設けない 

 

 

 

不明な点等がありましたら、 

    下記問い合わせ先まで 
 

特定非営利活動法人 

ＢＩＷＡＫＯ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ 事務局 

 

担 当 ・・・ 久保(クラブマネージャー) 

電 話 ・・・ ０９０－３８６５－０７２２ 

F A X ・・・ ０７７－５３２－４１３３  

ＭＡＩＬ ・・・ biwakosc@gamail.com 

Ｈ Ｐ  ・・・ http://www.biwako-sc.jp/ 

 ※悪天候等の理由によるスクール中止の連絡について 

各スクールの諸連絡（スクールの中止や連絡事項等）を、『らくらく連絡網』にて配信してます。スクールに参加

されている会員様は、ご登録をお願いいたします。尚、未登録の方は、所属されているスクールのアドレスへ、携

帯端末から空メールを送信してください。登録の手続きに関する返信メールを受信後、手続きを行ってください。                                        

※返信メールが来ない場合は、事務局までご連絡ください。 

 

●サッカースクール全般    42609215@ra9.jp 

●バスケットボール       52285683@ra9.jp  

●陸上全般            6884181@ra9.jp  

●テニス教室           47870020@ra9.jp 

●フットサル           11440718@ra9.jp 

mailto:biwakosc@gamail.com

