
ヴィンセドール白山 2021スクールガイドヴィンセドール白山 2021スクールガイド

会場 会場ごとに決められた使用上のルールを遵守くださいますようお願いいたします
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クラス／カテゴリ

月曜日

火曜日
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金曜日
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16:10～17:00
キッズクラス

あさひ

16:10～17:00
キッズクラス

16:10～17:00
キッズクラス

松任

東明

17:00～18:00
1・2・3年生クラス

あさひ

17:00～18:00
アスリート養成スクール

松任

17:30～19:00
ゴールキーパースクール

17:00～18:00
1・2・3年生クラス

4・5・6年生クラス

東明

18:10～19:30
あさひ

19:30～21:00
Ｕ-15クラス

松任

松任総合運動公園 多目的グラウンド人工芝 

（１）当スクールの定める２０２１年度は２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日です。
（２）入会手続きは会則に同意いただいた上で、入会申込書・口座振替依頼書をご提出いただきます。入会時にかかる費用および初回月の月
　　  会費は集金、以降月会費については口座引き落としになります。（引き落とし日：毎月５日）

（３）２０２１年度のスクール開講日はスクールスケジュールをご確認ください。
（４）レガース・運動に適した服装（指定ウェア）・室内シューズ（※スパイクは使用できません）、飲み物をご準備ください。
（５）受講クラスを自己都合により参加できない場合、振替受講はできません。
（６）臨時休講や各種お知らせ、また事務局と保護者間での欠席の連絡やお問い合わせは専用 LINE@ を使用いたします。ご登録ください。
（７）スクール時の怪我・事故等の補償については、その場の応急処置と傷害保険補償の範囲のみとなります。スクール時に怪我などがあっ
　　  た場合は必ず事務局までご連絡ください。

（８）施設や器具等は適正に使用し、施設ごとに決められたルールや担当コーチの指示を順守するようお願いいたします。指示に従わず、施
　　  設や器具等が損傷した場合は実費弁償をしていただくことがございます。

（９）新型コロナウイルス感染症の予防・防止に努め、安心・安全・健康に活動できるようご理解・ご協力のほどお願いいたします。
（10）入会後の曜日変更や受講クラス追加を希望する場合は担当コーチに相談の上、変更届をご提出いただきます。
（11）病気やケガ等のやむを得ない事情により 1 ヶ月以上お休みする場合は休会届をご提出ください。
　　  ◆休会期間 最長３ヶ月（４ヶ月目以降は事務局と相談の上、退会手続きへ移らせていただきますので予めご了承ください）
　　  ◆休会期間中の月会費は保証費として一律 1,100 円（税込）を口座引き落としで徴収いたします
　　  上記にあたっては休会届の提出・事務局での受理が必要となります。

（12）退会する場合は退会を希望する１ヶ月前までに退会届をご提出ください。口頭や電話、メールのみでの退会は受付いたしかねます。

特典
（１）ヴィンセドール白山が主催する大会やイベント、また関連の大会・イベントに優先でご案内させていただきます。
（２）外部コーチによるクリニックや巡回教室などを優先的に受講できます。
（３）ヴィンセドール白山のＦリーグ公式試合（当該のホームゲーム）にご招待（スクール生ご本人とご家族 1 名）いたします。



ヴィンセドール特化スクール

ヴィンセドールフットサルスクール

兄弟姉妹で入会の場合、2人目以降の入会金・年会費は半額、月会費は 1,650 円     割引いたします

入会金 5,500 円（税込） 6,600 円（税込）年会費
※保険料を含んでいます

3,300 円（税込）スクールウェア

（税込）

キッズクラス

月曜 16:10～17:00
火曜 16:10～17:00

月曜 17:00～18:00 金曜 18:10～19:30 金曜 19:30～21:00
木曜 17:00～18:00

木曜 16:10～17:00

月曜 17:30～19:00 火曜 17:00～18:00

（年少～年長） 1・2・3年生クラス クラス

サッカー・フットサルを通して「身
体を動かすことの楽しさ」をベー
スにコミュニケーション能力や認
知的能力の発達など幼児期に必要
な能力を身につけるクラスです。

コーディネーション能力を安定さ
せながら、サッカー・フットサル
で必要な個人技術（止める・蹴る・
運ぶ）を身につけ、「認知→決断
→実行」へのプロセスに刺激し、
必要な個人戦術の習得を目指すク
ラスです。

サッカー・フットサルのゴールキーパーに必要な専門的な基本技術・戦
術をゴールキーパー経験豊富なコーチから学ぶスクールです。

個人技術・個人戦術の習得だけで
はなく、サッカー・フットサルに
必要なフィジカルやメンタルも鍛
え、あらゆる局面にも適応できる
自立した選手の育成を目指すクラ
スです。

将来ＦリーガーやＪリーガーを目
指すために U-15 年代で必要な個
人戦術やグループ戦術、チーム戦
術を習得するクラスです。

4・5・6年生 クラスＵ-15

6,600円  （税込）月会費

5,500円  （税込）月会費6,600円  （税込）月会費

6,600円  （税込）月会費5,500円  （税込）月会費週1回

7,700円  （税込）月会費週2回

4,400円  （税込）月会費週1回

6,600円  （税込）月会費週2回

7,700円  （税込）月会費週3回

（小学生～）
ゴールキーパースクール

（小学生～）
アスリート養成スクール

松任総合運動公園 多目的グラウンド人工芝 松任青少年体育館

育成年代に合ったフィジカルトレーニングを用いて、あらゆるスポーツ
において必要な運動機能の向上を目指し、将来的なアスリートを養成す
るスクールです。

入会料金

入会金 5,500 円（税込） 6,600 円（税込）年会費
※保険料を含んでいます

※ヴィンセドールフットサルスクール生が新たに入会の場合、入会金・年会費はかかりません。
　また月会費は1,100 円　    の割引となります。

※ヴィンセドールフットサルスクール生が新たに入会の場合、入会金・年会費はかかりません。
　また月会費は1,100 円　    の割引となります。

■会場の特性上、荒天や雷・酷暑など安全を確保できないと判断した場合は開催
　を中止いたします。その際は当日16 時30分を最終決定時間といたします。
■ゴールキーパースクール専用 LINE@ にご登録ください。
■新規入会を希望する方は入会希望日（スクール参加日）の３日前までに事務局
　までご連絡いただき、当日会場にお越しください。
■サッカーボール、キーパーグローブ、運動に適した服装、スパイク、飲み物を
　ご準備ください。

■アスリート養成スクール専用 LINE@ にご登録ください。
■新規入会を希望する方は入会希望日（スクール参加日）の３日前までに事務局
　までご連絡いただき、当日会場にお越しください。
■運動に適した服装（指定ウェア）、室内シューズ、飲み物をご準備ください。

入会金 5,500 円（税込） 6,600 円（税込）年会費
※保険料を含んでいます3,300 円（税込）スクールウェア

お問い合わせ ヴィンセドール白山 スクール事務局
石川県白山市博労1丁目62番地2

スクール担当／杉木までお問い合わせくださいTEL.076-227-8706
E-mail.info@vincedor-hakusan.com

スクール専用LINEアカウント 健康と安全を守るためのお願い
ヴィンセドール

フットサルスクール
ゴールキーパー

スクール
アスリート

養成スクール

スクール欠席の連絡やお問合せは個別メッセージでお送りください

@vih1232t @367wgdlk
https://lin.ee/C1cybmD

@388fjbmy
https://lin.ee/qZrZeww https://lin.ee/ytKIOmP

■活動を行ううえで支障がある場合を除き、マスクを着用してください。
■体調管理（ 規則正しい生活、食事、睡眠、運動 ）に心がけてください。
■活動後は速やかに帰宅、都度手洗い・うがいを行ってください。
■本人自身はもちろんのこと、ご家族や勤務先などで新型コロナウイルスに感染、または
　感染の疑いがある場合は可及的速やかに事務局までお電話ください。

参加前に必ず検温（当日朝もしくは練習参加前の検温結果）
と保護者の同意をフォームに入力して練習開始時間の 1 時間
前までに送信してください。なお、検温と同意がない場合は
スクールに参加いただけません。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/229cd68f666381
※個人情報の取り扱いは厳重に行い、送信いただいた内容はスクール運営のみに使用いたします

スクール参加の際は必ず をお送りください検温・出席フォーム

（税込） （税込）


