
京都ジャンピング
体操クラブ

本科教室のご案内

本冊子はご入会いただくにあたって

重要事項をご説明するものですので

ご家庭で大切に保管してください。

ご不明な点が御座いましたら

スタッフまでお問い合わせください。



目次

以下の項目について本冊子でご説明いたします。

【別紙参照】はご入会後の配付物でご案内させていただきます。

ご不明な点が御座いましたらスタッフまでお問い合わせ下さい。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

月

15:30∼16:20 16:30∼17:20 17:30∼18:20

18:30∼19:30

火

水 18:30∼19:30

木

金 18:30∼19:30

土 14:00∼14:50 15:10∼16:00 12:50∼13:40

日 10:35∼11:25 9:30∼10:20 11:40∼12:30 12:45∼13:35

コース案内

〇 各曜日、コース時間のご案内

〇 コース紹介

コース 対象 特徴

A 2･3才児ｺｰｽ 2歳6ヶ月∼3歳児 友達と一緒に体を動かす楽しさを身につけます。

B 幼児ｺｰｽ 4歳児∼5歳児(年長)
手具、器具を使って、基礎となる運動感覚
・技術を習得します。

C 初級ｺｰｽ 5歳児(年長)∼小学生
基礎体力向上のため、器械体操の基本技術を
習得します。

D 中級ｺｰｽ 小学生
マット・跳び箱・鉄棒などを通して総合的な
運動を行います。

E 中･高生ｺｰｽ 中・高生以上
体力つくり・シェイプアップには体操競技が
ぴったりです。

コース変更を希望される方は担当指導員とご相談下さい。

開館時間は各曜日、始めのレッスン開始時間の１５分前となります。



【ご用意いただくもの】

【各種詳細】

〇 入会金

〇 各コースの月会費

〇 指定商品

〇 冷暖房費

〇 お取り扱い金融機関

〇 口座振替の通帳表示

〇 月会費振替日

• 入会申込書，健康申告書

• 入会金（兄弟割引制度あり：2人目より半額）

• 月会費２ヶ月分（入会月はチケット制となります）

• Ｔシャツ代

• 冷暖房費

• メモリーファイル（Ｃ，Ｄコースのみ）

• 銀行通帳（口座振替依頼書作成の際必要となります）

• 銀行お届け印

※ 費用につきましては、現金またはPayPayでお支払い下さい。

• ６，６００円（兄弟割引制度有：2人目より半額）

週１回 ６，６００円

週２回 ９，９００円

週３回 １３，２００円

• Ｔシャツ ２，１００円

• メモリーファイル １，２００円（Ｃ、Ｄコースのみ）

• 月800円（7～9月，12月～3月のみ）

※上記表示金額は税込み価格となっております。

• 京都中央信用金庫 各支店

都市銀行・ゆうちょ銀行・各信用金庫・信用組合で

お取扱い致します。

• （ＮＳ・ニホンシンパン・ジャンピング）と

なりますので、ご了承ください。

手数料は無料です。

• 毎月27日、金融機関休日の場合は翌営業日に、翌月分のお月謝

を振替させていただきます。

尚、振替通知及び領収書は発行いたしません。

ご入会申込手続きについて
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【ご入会方法】

レッスンは曜日固定制となります。

ご入会時に入会書類、お月謝のお支払いをお願いします。 （初回レッスン日でも可）

ご入会手続き及び初回参加日は、事前にご予約をお願いします。

（希望日が定員の際は別日でご案内する場合が御座います）

2週目以降からのご入会の場合、月の未受講分を翌月までお振替としてご参加頂けます。

（当スクールの日程表による）

事前予約の方法は本冊子P10ページ『お振替・曜日変更手続き』 をご覧下さい。

ご入会申込手続きについて

日程表（別紙参照）

1．各月毎に色分けをしてあります。月末から新月度が始まることがありますのでご注意くだい。

色が塗られているところは授業開講日、それ以外は休館日となっています。

2．振替は月に1回（お休みされた月内）のみ可能です。

3．第4週目に病気や休養等でお休みをされた場合、当月内での振替が困難となる時のみ、

次月1週目に振替が可能です。

4．暴風雨等の警報が出た場合は会員様の安全を考え、休館とさせていただきます。

（各曜日の初めのレッスン1時間前の予報）

又、レッスン中に発令された場合はそのレッスンは行い、以降のレッスンより休講と

なります。 尚、その際の振替は月に1度の振替回数には数えません。

5． Ｃ、Ｄコースの方は最終週にメモリーファイルを忘れないで下さい。



1 名 称

2 所 在 地

3 目 的

4 入会資格

5 指導日時

6 指導内容

7 入会手続き

8 退 会

9 休 会

10 会 費

11 責任の制限

➀

②

③

④

京都ジャンピング体操クラブという。

京都府宇治市槇島町中川原94に本社、体育館をおく。

京都ジャンピング体操クラブは、専任指導制による、体育を通じて

基礎体力を要請し心身共に豊かで健康な人間形成、ともに体操選手育成を

目的とする。

京都ジャンピング体操クラブの趣旨に賛同した者とする。

各コース定められた日時に指導を受ける事が出来る。

各コースに応じた、指導要項に基づいて具体的指導方法は担当指導員、

指導主任が決定する。

入会申込書及び誓約書に必要事項を記入の上、入会金、月会費2か月分を

添えて提出する。

退会を希望する者は退会月の10日までに所定の退会届を提出しなければ

ならない。

何らかの都合で1ヶ月休会する場合、前月末日までに所定の休会届を

提出しなければならない。届出が受理されれば休会費2,000円（税別）と

することが出来る。

納入した入会金、月会費は、理由の如何を問わず返還しない。

理由がなく月会費を2ヶ月以上滞納した場合は、会員としての資格を失う。

本授業において指導員が適切且つ合理的な指導を実施したにも拘わらず

会員が負傷した場合にはクラブが加入する傷害保険の範囲で当該会員に

保険金を支払う手続きをするものとする。

前項の場合も含めて、会員がクラブの責に帰すべき理由に基づいて

賠償を求める全ての場合において、その原因を問わず当該会員に現実に

発生した通常、且つ、直接の損害に対してクラブはクラブの加入する

賠償責任保険の金額を限度に補償するものとする。

如何なる場合にも、クラブの責に帰することのできない事由から生じた損害、

逸失利益等については、責任を負わない。

本条の制限は、強行法規で定める権利を制限する効力を有するもの

ではない。
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京都ジャンピング体操クラブ規約



12 除 名

13 私物の管理

14 臨時休校

15 個人情報の

取得・利用①

②

③

本規約に反する行い等、会員に相応しくないと認められる者に対しては、

当クラブ運営委員会で、指導員の話しを聞いた上、除名することがある。

原則として、私物は各自で管理する。貴重品は担当指導員又は事務所に

預ける事。

各自の不注意で盗難等があった場合、当クラブは一切の責任を負わない

ものとする。

各授業日の初めの授業の1時間前の時点で、宇治市に各種特別警報、

暴風、大雨、洪水、大雪、地震等の警報が発令された時は休講とする。

また、授業実施中に発令された場合、実施中の授業以降の授業から

休講とする。尚、この場合の振替は月1度の振替に数えず、振替を行うことが

出来る。

当クラブは、円滑なクラブ運営を目的に、会員の個人情報を適切に収集、

利用、管理、および保管し、または第三者への提供を行う場合がある。

なお、個人情報とは、会員個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日その他の記述および資料（映像、画像・音声等）によって

当該個人を認識できるもの、また、当該情報のみでは識別できないが、

他の情報と容易に照合することにより、当該個人を識別できるものをいう。

当クラブは、会員の様子を各種電子媒体により映像、画像、音声等の撮影

を行い、当クラブの製品・サービス告知・広告・宣伝（各種パンフレット、チラシ、

ホームページ、各種SNSへの掲載を含む）の為、利用することがある。

前項の告知・広告・宣伝を目的とした個人情報の利用を拒否する場合、

会員は、入会時に記載する入会申込書の所定欄への記載、または、

所定の用紙にて当クラブに届出を行うものとする。

本規約は改正後平成15年4月1日より適用する。

改正 平成25年7月1日

改正 2019年4月1日
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会員様に快適に体育館をご利用して頂く為、ご理解、ご協力の程、お願いします。

〈1. 見学室の利用について〉

見学室は多くの方が授業の見学をして頂く事と、小さなお子様が授業の待ち時間を少しでも

快適に過ごせる事を目的にスペースを開放しています。

1人でも多くの方が気持ちよくご利用出来る様、譲り合っての見学にご協力をお願いします。

1）見学は、見学室でお願いします。

2）終日最前列は座布団、2列目はパイプ椅子、3列目以降は立ち見とさせて頂きます。

3）1人でも多くの方が見学できる様、見学スペースは、詰めてご利用下さい。

4）スタッフが必要と認めた場合、見学室の座席の配置変更や、最前列に数席、お体の

不自由な方向けの優先席を設ける場合が御座います。その際は、他の見学者の方々も

ご理解頂き、スタッフの指示に従い見学をお願いします。

5）見学室での混雑が激しい、個別の事情があり見学室での見学が出来ない場合、当クラブ

スタッフにご相談下さい。当クラブスタッフが認めた場合のみ、当クラブスタッフが

指定する場所で、見学をお願いします。

6）荷物等を利用しての座席取りはご遠慮下さい。

7）飲食はご遠慮下さい。

8）小学生未満のお子様のみでの見学室のご利用はご遠慮下さい。

9）話し声の音量にご注意下さい。（特に複数名での会話は音量が大きくなりがちですので

必要であれば、駐車場等でお願いします。）

10）携帯電話等はマナーモードにして頂き、見学室での携帯電話の通話はご遠慮下さい。

ゲーム機のご利用、携帯電話等での動画等をご覧頂く際は、イヤホン等をご利用

ください。

11）ゴミはお持ち帰り下さい。

12）その他、周りの見学室への迷惑行為となる様な行為はご遠慮下さい。

13）見学室の利用について、何か御座いましたらスタッフまでお願いします。

14）見学室利用に関し、スタッフが個別に指示を行った場合はその指示に従い、

見学をお願いします。

体育館利用に関してのお願い
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〈2. 館内での撮影について〉

館内での撮影は、全面禁止とさせて頂きます。

ただし、イベント等で、指導員が特別に認める場合があります。

指導員が特別に認めた場合、撮影について、以下、ご確認下さい。

1） 写真や動画を撮影する際は、極力、他の会員様が写り込まない様、ご配慮を

お願いします。

2） また、撮影されたデータについて、他の会員様が写っている場合は各種SNS等への

掲載はご遠慮下さい。

3） スタッフが必要と判断した場合、撮影内容を確認させて頂く事が御座います。

撮影内容が不適切であると判断した場合、必要と認める対応を行います。

4） 会員様が撮影された内容により、紛争が生じた場合、当社は一切責任を負いかねます。

〈3. 駐車場の利用について〉

会員数の多い曜日、時間帯やレッスン間の車両の入替時に駐車場の混雑がございます。

混雑解消の為、駐車場利用に関して、以下の通り、ご協力をお願いします。

1） レッスン終了後、速やかに退館、車両の敷地外への移動をお願いします。

※レッスン終了後に体育館内や駐車場内で遊ぶ、雑談等は、ご遠慮下さい。

※自動車等でお越しでない会員様もご協力をお願いします。

2） 現在、土曜日の本科コース全クラスは、会員様が多い為、フェリー方式での駐車と

なっております。スタッフの誘導に従い、駐車をお願いします。

尚、原則授業時間中の自動車の移動が出来なくなりますので、授業途中で、自動車の

移動が必要となる場合は、駐車時にスタッフにご相談下さい。

3） 駐車場が満車で、体育館前の道路でお待ち頂く場合は、可能な限り車両を歩道側に

寄せて頂きハザードを点灯させてお待ち下さい。

4） マンション（茶色の建物）下、及び道路に面した敷地（3台分）は、当スクールの

駐車場ではありません。当該敷地への駐車はくれぐれもご遠慮下さい。

体育館利用に関してのお願い
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お振替・曜日変更手続き

【振替を希望される方・ご入会手続きの方】

振替を希望される場合は、振替を希望されるレッスンの2日前までに、メールでの申込、もしくは、
体育館受付で手続きをお願いします。（電話での振替手続きはできません）

□メールでの手続きの場合 ※振替届の提出は不要です。

（1）メールで振替希望日の連絡

jumping@jumping.co.jp宛に以下をご記載の上、メールをご送信下さい。

①受講者氏名

②現在受講されている曜日・コース

③休んだ日・休む日

④振替希望日

（2）振替確定連絡について

当クラブからの振替確定メールをもって、振替手続き完了となります。

※当クラブ宛にお送り頂いた後、一両日中に当クラブから連絡がない場合は、メールが

受信できていない等の可能性がある為、お手数ですが当クラブまでご連絡をお願いします。

□体育館受付での手続きの場合

スタッフに振替希望日の2日前までに『振替・曜日変更届』をご提出下さい。

※『振替・曜日変更届』は1Ｆ受付、2Ｆ見学室内に置いてある用紙をご利用ください。

【曜日変更を希望される方】

曜日変更を希望される場合は、曜日を希望する前月末までに、『振替・曜日変更届』を

スタッフにご提出下さい。

※『振替・曜日変更届』は1Ｆ受付、2Ｆ見学室内に置いてある用紙をご利用ください。
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休会・退会手続きについて

各種手続きについては下記をご覧いただき申請用紙にて届出を行って下さい。

〇休会手続き

1ヶ月間休会をする場合、前月末日までに休会届をスタッフに提出して下さい。

申請中は月会費を減額（2,000円+税）することができます。

〇退会手続き

退会を希望される場合、退会月の10日までに退会届をスタッフに提出して下さい。

お得なお月謝まとめ払いについて

通常払い（1ヶ月）のほかに6ヶ月、12ヶ月まとめ払いに変更できます。

6ヶ月、12ヶ月のお支払いを選択された方は、特典として①無料回数券 ②料金割引

の2種類から１つ選んで頂けます。

お支払い月数 ①無料回数券 ②料金割引

1ヶ月 なし なし

6ヶ月 2枚 1,500円割引

12ヶ月 5枚 4,000円割引

（注）お月謝お支払い後の返金はできませんのでご注意下さい。

ご希望の方は料金変更届をスタッフまでお渡し下さい。

※②料金割引は月謝総額からの割引となります。
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京都ジャンピング体操クラブ

〒611-0041 京都府宇治市槇島町中川原94

TEL 0774-28-2551 ✉jumping@jumping.co.jp

受付時間

【平日】 14：30～20：00

【土祝】 10：00～15：00 【日】 9：00～13：00

【公式ＨＰ】

【Facebook】 【Instagram】

お問い合わせ

怪我、事故が起きた場合

授業中に発生した怪我、事故があった場合は速やかに当スクール指導員にご連絡下さい。

担当指導員と相談して頂き、必要に応じて医療機関を受診して下さい。

ご入会月より障害保険に加入しています。

当スクール内、授業中に生じた怪我、事故について傷害保険の加入範囲で保険金が

支払われます。

入院、手術、通院保険金のお支払いは原則、医療機関、医師の診断と医師の診断に基づく

治療が必要となりますので必ず受診して下さい。

※医療機関、医師の受診がない場合、保険の手続きがおこなえない場合があります。

保険金請求を希望される場合は以下の手続きが必要となりますので担当指導員に

お伝え下さい。

〇 怪我、事故が発生

↓

〇 医療機関・医師の治療・当クラブ指導員への報告

↓

〇 当スクールより会員様へ関係書類のお渡し

↓

〇 完治後、関係書類をご記入の上、当スクールへお持ち下さい。
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