
 

 

 

 

 

会費について                                                            

■お支払方法 

  月会費は、預金口座自動振替をさせていただきます。※取扱金融機関：中国銀行・トマト銀行・ゆうちょ銀行 

■引き落とし日 

  前月 27 日に、翌月分を引き落としさせていただきます。  

※（例）4 月分会費…3 月 27 日に引き落としです。 

    ※引落日が金融機関休業日の場合は、翌営業日引き落としとなります。 

    ※資金不足の場合など再度引き落としができませんので、引き落としができなかった場合は、 

請求期日までに指定口座にお振込みまたは、ＯＳＫフロントにてご入金ください。 

■その他 

  休会届、退会届などの手続きがない場合は、通常の会費を引き落としさせていただきます。 

 

各種手続き締切日 休会・変更・退会（卒業）                                 

 

 ●休会・変更・退会（卒業）の手続きは、ＯＳＫスクールカレンダーに記載の「諸届締め切り日（毎月 15 日）」

までに保護者の方にて、所定の用紙にご記入の上、ＯＳＫフロントにご提出ください。 

 ●各種お届けは、口頭や電話、締切日を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。 

■休 会 

 １．病気・けがなど、やむを得ない事由で休会されるときは、休会届をご提出ください。 

 ２．休会は、1 ヵ月単位です。 ※連続して休会される場合は、その都度休会届をご提出ください。 

 ３．休会費は、月額：1,500 円（税別）を引き落としさせていただきます。 

   ※休会のお届けがなくお休みされた場合は、通常の会費を引き落としさせていただきます。 

■変 更 ※以下の場合は変更届をご提出ください。 

 １．コース・スクールの変更 

   ・進級、年齢によるコースの変更 

   ・時間変更によるコースの変更 

   ・練習回数（週 1 回、週 2 回）、参加曜日の変更 

   ・スクールの変更（例：水泳→体育） 

 ２．その他の変更 

   ・登録クラブをＯＳＫ他クラブへ変更の場合は、変更前クラブの退会届及び変更先クラブでの登録が 

必要です。ご希望の場合は、フロントまでお申し付けください。（入会金・登録料は不要です。） 

   ・住所、電話番号、緊急連絡先などの変更があった場合は、必ずフロントへご連絡ください。 

■退 会（卒業） 

 １．転居、進学その他の理由で、退会を希望される場合は、退会届をご提出下さい。 

   ※退会のお届けがない場合は、通常の会費を引き落としさせていただきます。 

 

ご入会ありがとうございます       

会員システムについてのご案内 



持ち物・指定用品について                         

 

★印は、スクール指定用品です。入会時にご購入ください。 

スイミング 

・水着（お持ちの水着で構いません。体にフィットするタイプのもの） 

・キャップ 

・タオル （ゴーグル：必要に応じて） 

・チャレンジノート【★】→ＡＢＣコース（進級テスト週のみ） 

・ベビーアルバム【★】→ベビーコース 

体  育 

・体操服上下【★】 

・体育ファイル【★】→毎回持参 

 ※スクールは裸足で行います。 

ダンスジム 

・スパッツ 

・室内シューズ 

・ダンスジムファイル【★】 

 ※大会出場時は別途衣装代が必要となります。（改めて連絡あり） 

 ※練習時の服装は以下の通りです。 

  ・体のラインの見えるキャミソールまたはタンクトップ 

   （種類・メーカー・色はどんなものでも構いません） 

  ・スパッツ 

  ・シューズ（底があまりなく靴自体が固くないもの） 

※その他については担当よりご連絡させていただきます。 

 

お子様の持物には、すべてフルネームで名前を書きましょう！ 

 

 

授業日程・参加日振替について    

■授業日程について（スイミング・体育・ダンスジム共通） 

 ・ＯＳＫスクールカレンダーに沿って授業を行います。 

 ・登録曜日に練習に参加ください。（各コースの練習開催日・時間をご確認ください） 

  

■参加日振替について（スイミング・体育・ダンスジム共通） 

 ●振替受付可能期間について 

  ・欠席した月の翌月まで練習振替をしていただくことが可能です。 

＊例：1 月度に欠席分→2 月度まで練習振替が可能です。 

      ＊翌月分の練習分を欠席予定として、当月に練習振替することはできません。 

     例：2 月に欠席する予定で、1 月に練習を振替参加は×です。 

 

 ●練習週・テスト週の振替について 

  ・「練習週」をお休みした欠席分の振替は、「練習週」にて、 

   「テスト週」をお休みした欠席分の振替は、「テスト週」にて振替ください。 

   （例：練習週の欠席分→テスト週での振替参加は×です） 

  

 ●練習振替申込方法について 

  ・前日までに、インターネットサービスからお申込みいただけます。 



 ●欠席のみの連絡について 

  ・練習をお休みされる場合の連絡は、必要ありません。 

  ・スクールバスの利用の欠席がある場合は、事前に当クラブまでお電話にて連絡ください。 

  ・WEB からは、欠席される場合の、「欠席届」での受け付けも可能です。 

 

 ●振替先コースについて 

  ・振替先コースを、登録コース以外での振替は、お子様が適切な環境でレッスンができるようにする 

ためお断りさせていただいております。 

 （例）Ａコース在籍のお子様が、Ｂコースでの振替は×です 

・コース変更された際に、変更前のコースでの欠席分を変更後のコースへの振替受付は 

   WEB からは設定上できませんので、フロントもしくはお電話にて申し込みください。 

   （例：4 月度までは A コースで 5 月度から B コースの場合、4 月の振替は B コースにて振替） 

 

 ●振替先スクールについて 

    ・登録スクール以外での振替はお受けできませんのでご了承ください。 

   （例：水泳スクール在籍のお子様が、体育コースでの振替は×です） 

 

 ●曜日指定制のスクール・コースについて 

   ・振替を受付しているのは下記のスクール・コースです。 

    下記以外のコース在籍の方（ベビーコース）は、フリー出席（出席曜日の指定無し）となります。 

 

    曜日指定制のスクール・コース一覧 

スクール名 コース 

スイミング ちゃいるど・Ａ・Ｂ1・Ｂ2・Ｃコース 

体育 Ｍ・Ａ・Ｂ1・Ｂ2・Ｃコース 

ダンスジム キッズ・ジュニア・タンブリング 

 

 ●スクールの開催カレンダーについて 

   ・スクールの開催は、別途定めた、「ＯＳＫカレンダー」に基づき、開催いたします。 

    月によっては、4 週目が翌月の 1 週目に繰り越す場合や、授業開始日が月初ではない場合が 

ありますので、ご注意ください。 

 

 

    円滑なスクール運営を行うために、皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



進級認定について    

 

■スイミング 

 １．ＯＳＫスクールカレンダーの進級テスト期間に認定を行います。 

   進級時には、ワッペンを授与します。（1 ヵ月に複数進級する場合もあります） 

 ２．6 級～3 級は、50ｍ4 泳法を泳法違反なく、年齢基準タイムを切ることで認定します。 

   2 級は、100ｍ個人メドレーを泳法違反なく、年齢基準タイムを切ることで認定します。 

   1 級は、200ｍ個人メドレーもしくは 50m4 泳法いずれか 1 種目を、泳法違反なく、 

年齢基準タイムを切ることで認定します。 

   ※進級テスト期間は、必ず「チャレンジノート」を持ってきてください。 

 

■体育 

 １．ＯＳＫスクールカレンダーの進級テスト期間に認定を行います。 

   進級時には、ワッペンを授与します。（1 ヵ月に複数進級する場合もあります） 

※進級テスト期間は、必ず「体育ファイル」を持ってきてください。 

 

■ダンスジム 

 １．担当コーチよりご案内いたします。（特に定期的なテストはありません） 

 

その他    

 

■会員カード・級ワッペンの再発行 

 １．会員カードを紛失・破損された場合は、必ずフロントにて再発行の手続きをお願いします。 

   ※再発行料：500 円（税込） 

 ２．級ワッペンを紛失・破損された場合は、フロントにて再発行できます。 

   ※再発行料：100 円（税込） 

 

■駐車場 

 １．ＯＳＫ用駐車場をご利用ください。（下図参照） 

 ２．駐車場のご利用は、ＯＳＫご利用時のみとさせていただきます。 

 ３．駐車場内の事故・盗難などのトラブルにつきましては、責任を負いかねます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業の流れ    

■スイミング 

 １．練習時間になったら、タオル・キャップ・会員カード・（ゴーグル）・チャレンジノート（テスト時のみ） 

を持って、プール入口前に集まりましょう。 

※会員カード、チャレンジノート等を忘れたときは、必ずコーチにお知らせください。 

 ２．コーチの指示に従い、練習しましょう。 

 ３．練習終了後は、へルパーやビート板などの用具をきれいにかたづけましょう。 

 ４．シャワーを浴び、髪や身体をしっかり拭いて、ロッカーで着替えましょう。 

■体育 

 １．練習時間になったら、会員カード、体育ファイルをもってトレーニングルームに入りましょう。 

※会員カード、体育ファイル等を忘れたときは、必ずコーチにお知らせください。 

 ２．コーチの指示に従い、練習しましょう。 

 ３．汗を拭いて、ロッカーで着替えましょう。 

■ダンスジム 

 １．練習時間になったら、トレーニングルームに入りましょう。 

※会員カード、ダンスジムファイル等を忘れたときは、必ずコーチにお知らせください。 

 ２．コーチの指示に従い、練習しましょう。 

 ３．汗を拭いて、ロッカーで着替えましょう。 

 

 

みんなに守ってほしいこと（お子様と一緒にお読みください）    

 

●大きな声
こえ

で元気
げ ん き

にあいさつをしましょう。 

●名前
な ま え

を呼ばれたら
よ    

「はい！」と元気
げ ん き

よく返事
へ ん じ

をしましょう。 

●お友だち
  とも     

と仲
なか

よくしましょう。 

●脱いだ
ぬ   

靴
くつ

は、必ず
かなら  

靴箱
くつばこ

にそろえて入れましょう
い      

。 

●着替えた
き が   

服
ふく

や荷物
に も つ

は整頓
せいとん

してロッカーに入れましょう
い     

。 

●物
もの

を大切
たいせつ

に扱い
あつか  

、使った
つ か    

ものをきれいに片づけましょう
かた            

。 

●ふざけたり、暴れたり
あば      

しないようにしましょう。 

●プールサイドは絶対
ぜったい

に走らない
はし       

でください。 

●コーチのお話
 はなし

をよく聞きましょう
き      

。 

●ルールや約束
やくそく

を守りましょう
まも           

。 

 



保護者の皆様へ    

 

●お子様の健康状態を確認の上、練習へご参加ください。 

●練習前に、トイレをすませておいてください。 

●スイミング練習中の、低年齢のお子様のトイレ介助（水着の着脱等）を異性のスタッフが行わせていただく 

場合があることをご了承ください。※不都合な方はクラブへご相談ください。 

●持物には、必ずフルネームで名前を書いてください。 

●忘れ物は、フロントにお問い合わせください。（1 か月以上受け取りのないものは、処分させていただきます） 

●お子様は貴重品をお持ちにならないようにお願いします。やむを得ない場合は必ずフロントに預けてください。 

●館内の掲示物やお子様の持って帰る「お手紙・おしらせ」などは必ず目を通してください。 

●休会・変更・退会などの手続きは、期限を厳守くださいますようお願いします。 

●法定伝染病、皮膚病その他、感染する可能性がある場合には、治癒まで練習をお休みください。 

●観覧中は、同伴のお子様から目を離さないようにお願いします。 

●お子様の様子やスクールに関してのお問い合わせはお気軽にご相談ください。 

●がんばっているお子様をしっかりほめてあげてください。（たくさん良かったことを探してあげてください） 

 

 

災害時・避難勧告等発令時のスクール開催について    

 

●当クラブ所在地（岡山市北区田中）に「避難勧告」以上が発令の場合スクールを休講とする場合がございます。 

●岡山市からの要請により避難所を開設した場合、スクールを休講とさせていただきます。 

●その他、営業に支障がある状況の場合、スクールを休講とする場合がございます。 

 

 ※各種警報発令時は基本的にスクールを行いますが、状況によりスクールを休講とする場合がございます。 

 ※スクール休講の情報などは、弊社 HP 等へ随時掲載いたしますので、そちらをご確認ください。 

  お子様の安全に十分気を付け、保護者同伴の上ご来館くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＳＫ西バイパスこども館  
〒700-0951 岡山市北区田中 625‐6 ☎（086）242-2425 


