
新規会員用  

長野総合スポーツクラブ 

    平成 30年 4月 
 

当スポーツクラブのスクールは 2009年度より導入のカフェテリアスクールです。「カフェテリアスクール」と

は自分の好きな種目、会場、時間を選んで複数のプログラムに参加することが可能なシステムのことです。（年

間運営費とそれぞれのスクールについてスクール料※1 が必要）またスクール会員としてさまざまな行事に参

加可能です。 ※1、スクール料は裏面参照。（スクール毎に異なります。） 

 

入会について 

1、 いつでも入会していただけます。（ただし、各スクールの定員状況やプログラムの内容によりご希望に添えな

い場合があります。また、3 月に入ってからの 3 月入会のお手続きはできません。先ずは事務局へご連絡く

ださい。） 

2、 入会に際し、ゆうちょ銀行の口座の開設をお願いいたします。（すでにお持ちの方はその限りではありません） 

入会手続き後一週間以内にゆうちょ銀行の自動送金をお申込みください。（受付でお渡しする自動送金利用申

込書に記入の上、最寄のゆうちょ銀行に提出してください。）送金手数料は長野総合スポーツクラブが負担い

たします。）毎月 15日に当月分の会費が引き落とされます。 

3、 スクール会員は年会員です。会費は 12回に分けて（料金表のとおり）ゆうちょ銀行引き落しとなります。 

（事務処理上、2月・3月分の会費を 2月に 2ヶ月分まとめて引き落します。） 

4、 入会金・保険代・諸経費・出演基本料（※2）・初期費用（※3）は手続き時に現金にてお支払いいただきます。 

※2 出演基本料とは、各スクールでイベントに出演する際にかかる衣装代、参加費等の年間予定経費です。

詳細は P3(別表 2)をご参照ください。(尚、出演内容により追加で頂く場合もあります。) 

※3初期費用とは、各スクールをはじめる際に必要な物品をナガスポで一括購入する経費です。詳細は P3(別

表 3)をご参照ください。 

5、 年度変わりでは、継続入会の方を優先します（1月中旬に案内を配布）。継続手続き期間中にクラブハウスに

て手続きをお済ませください。優先期間を過ぎると継続扱いできません。 

6、 各スクールで準備が必要な物があります。P3（別表 4）をご参照下さい。 

 

別 表 

 

料金表 （裏面に会費参考例があります。ご参照下さい。） 

 

ナガスポ事務局  TEL：56-2032 FAX：22-4770 090-8933-7213 

P.1 

 入会金 保険代 諸経費 合計 備考 

中学生以下 2,000円 800円 1,500円 4,300円 入会されますとクラブＴシャツをお渡ししま

す。着用される方のサイズをご確認ください。 

(追加購入ご希望の方は随時ご購入いただけ

ます。１枚 1,500円) 

一般(高校生以上) 2,500円 1,850円 1,500円 5,850円 

シニア(65歳以上) 2,500円 1,200円 1,500円 5,200円 

  対 象 年 額 月 額 備 考 

会費 

年間運営費 
中学生以下 13,200円 1,100円 年間運営費にスクール料を追加

したものが毎月のお支払額です 一般･シニア 19,800円 1,650円 

年間スクール料 それぞれのスクールにより異なります。（P2の一覧表参照） 



(同一種目でも複数クラスにご参加いただけます。)
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注意

※会費参考例(月割額で表示)　★当月分を毎月15日に引き落としいたします。

算出方法 ＋

中学生以下 ●長野キッズのみにご参加の場合

運営費1,１00円＋スクール料500円＝1,600円(月割り額)

●書道と長野キッズにご参加の場合

　　　運営費1,000円＋スクール料書道1,000円＋小山田トータル500円＝2,500円(月割り額)運営費1,１00円＋スクール料書道1,000円＋長野キッズ500円＝2,600円(月割り額)

一般・シニア ●卓球(土）と太極拳(水）にご参加の場合

運営費1,６５０円＋スクール料卓球500円＋太極拳500円＝2,650円(月割り額)

●書道(一般）と太極拳（水）にご参加の場合

　　　運営費1,000円＋スクール料書道1,000円＋小山田トータル500円＝2,500円(月割り額)運営費1,650円＋スクール料書道2,000円＋太極拳500円＝４,150円(月割り額)

ミニバス(土) 500 キンダーチアダンス 1,400

ミニバス(日) 600 フラハラウマーラプア
(フラ) 700

：ダンス系スクール（№24～26）を追加・継続時に、会費とは別に出演基本費用を現金にてお支払いいただきます。
：書道（毛筆）を追加・継続時に、会費とは別に毛筆初期費用（補充用墨汁・雑巾代）を現金にてお支払いいただきます。

年間運営費 スクール料

バドミントン(日) 600 囲碁 500

バドミントン(火) 700 書道：小中学生 1,000

書道：一般 2,000

ピーチスマイル(日）
ジャズ（ベーシック） 1,500

卓球(木） 500 ピーチスマイル(土）
キッズダンス 1,000

卓球(土) 500

小山田
キッズ 500 ヨガ(水・夜)

キックス 1,300

トータル 500 ジュニアダンス 700

長　野
キッズ 500 ヨガ(水・朝) 1,000

トータル 500 ヨガ(土) 1,000

小山田キンダー 600 太極拳(水) 500

スーパー
キッズ
スクール

キンダー
コース 1,400 太極拳(金) 500
サッカー
コース 2,400 ３B体操 500

ちびマミィ
（おやこ教室） 1,000 バレーボール 500

長野キンダー 600 ちびっ子武道教室 800

スクール料

月割額(円) 月割額(円)

スクール料一覧(月割額で表示）

№ スクール名
スクール料

№ スクール名

P2



●出演基本費用について

・年度により出演イベント数、内容は異なりますので毎年同額とは限りません。

・出演をお休みされても返金いたしません。

スクール名 金額（円） 出演予定イベント※変更の場合があります。

ピーチスマイル(土）
【キッズダンス】

ピーチスマイル(日）
【ジャズ】

ジュニアダンス 4,000
ナガスポハッピークリスマス（12月）
みんなのスポーツフェスタ（3月）

●初期費用について…各スクールで必要な用具等を年度初めに事務局で一括購入する経費です。

スクール名 金額（円） 内容

書道（毛筆） 150 墨汁・雑巾購入費

スクール名

スーパーキッズサッカーコース

長野キッズスポーツ

ミニバスケットボール
（土・日）

バドミントン（火）

バレーボール

ちびっ子武道教室

太 極 拳（水）(金）

３Ｂ体操

ヨ    ガ(水)(水・夜)(土)

ピーチスマイル（土)（日）

フラハラウ
マーラプア(フラ)

書　　道　①②③

ジュニアダンス

キンダーチアダンス

☆白の短い靴下・白の靴（出演時に使用、詳細はコーチにお聞き下さい。）　出演必要費(事前に金額をお知らせしま

す。)　　★悪天候時のスクール活動の中止について⇒キンダーチアダンスは当日午後１時に気象警報が発令
された場合、中止となります。（その他注意報発令時などの基準は入会のしおりP9記載と変わりありませんのでご参照

下さい。）

☆ダンスシューズ（スクール開始後コーチにご相談下さい。）

H30年度新規入会者出演基本費用詳細一覧（別表２）

(別表2)記載のスクールはH30年度内にナガスポや他団体の主催するイベントに出演、演技発表を行うことが決
まっています。出演の際には衣装、出演費等が必要となります。それらをコーチと相談の上、ナガスポが一括で手
配し、支払い等の必要な事務手続きを行っています。　それにかかる経費を「出演基本費用」として入会手続き時
に入会金等の費用と一緒に現金でお支払いいただきます。

・H30年度出演予定イベント全てに参加することを了解の上、入会手続きをお願いします。また、年度途中にイベン
トの内容が変更になり追加費用をお願いする事もあります。

備考

・毎年、年度始めに必要です。（新規入会者は入会時にお支払いいただき、次年度以降は継続手続きされる毎に継続費用
と一緒にお支払いいただきます。）

●各スクール活動にご参加いただく際にあらかじめご用意いただくものや留意点があります。

14,000

☆ヨガマットまたは大きめのバスタオル  ★裸足または5本指ソックスで活動します。

☆黒のシューズ（ほとんど色の入っていないもの）をご用意ください。

☆バレーボールシューズ・膝あて

★年に数回試合や他団体主催のイベントへの参加もあります。

詳細は下記の表をご参照下さい。※表に記載されていないスクールは必要な場合に随時お知らせします。

スクール活動に必要な物（☆）および　留意点（★）　別表4

☆パウスカート(ないかたは動きやすい格好で)   ★希望者のみフライベント参加あり(参加にかかる費用、衣
装などの詳細についてはコーチから直接おきき下さい。）

☆毛筆の方→習字道具・墨汁（半紙はこちらで用意します。）
　硬筆の方→鉛筆（Ｂまたは２Ｂ）３～４本、消しゴム、下敷（ノートはこちらで用意します。）
★毛筆の方→使用した筆は自宅で洗って墨を落としてください。

☆使用する靴・用具の購入などについては事務局へお問い合わせ下さい。

☆上靴  ★3B用具一式の購入が必要です。

☆上靴またはバスケットシューズ
★日曜クラスは年に数回、練習試合をすることがあります。試合会場までの移動は各自でお願いします。

☆ラケット（スクールでコーチにご相談下さい。）

備考

墨汁は忘れた時やレッスン中に足らなく
なった場合の補充として常備します。

市民祭り（5月)　  大阪SCネットダンスイベント（詳細
未定）  　OneLoveFesta（11月）   ナガスポハッピーク
リスマス　市こ連クリスマス会（12月）   みんなのス
ポーツフェスタ（3月）　など

衣装により、若干の追加徴収をお願
いする場合があります。

出演の曲数によりオプションとして別途費
用が必要になる場合があります。

平成30年度新規入会者初期費用詳細一覧（別表3）

☆3号のサッカーボール、動きやすいくつ、レガースは各自ご準備下さい。

☆短い縄跳び

P3



P.4 

 

平成 30年度 新規入会のご案内      

新規入会申し込み受け付けについて 
 

 

●クラブハウス開館時に随時受け付けます。 

尚、定員いっぱいでご入会不可のスクールについて…「空き待ち登録」の制度（※1）があります。 

※ 1「空き待ち登録」…定員いっぱいのスクールに空きが出た時点でご入会していただくシステム

です。 

●スクール体験(２回まで無料)ご希望の方は事務局へご連絡の上、ご参加ください。 
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