
 

 

 

 

 

 

日頃より、ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブの活動にご参加いただき誠にありが
とうございます。大変お手数ではございますが、ご案内をご一読いただき、必要に応
じて所定のお手続きを期日までにお済ませください。宜しくお願い申し上げます。 

●休 会 に つ い て ：お支払方法を「毎月払」を選択されている方のみご利用いただけま
す。令和３年度は４月及び入会月の休会はできませんのでご了承願います。 

●活動場所について：令和３年４月～６月で、富山県西部体育センター中アリーナのＬＥ
Ｄ照明工事の実施が予定されています。中アリーナで実施のスクールの活動場所及び開
催時間に変更がございます。裏面のスクール詳細でご確認をお願い致します。 

●各種お手続きには印鑑が必要です。様式はＳＥＩＢＵスポーツクラブのウエブサイトに
てダウンロードが可能です。また、メール、ファックスでも受付しておりますのでご利
用ください。 

「 退 会 届 」 を 事 務 局 ま で 提 出 し て く だ さ い 
※退会後は会員カードを事務局まで返却をお願い致します 
※期限内に退会届を提出されない場合は継続して受講されるものと
し、来年度の年会費、受講料・月会費初回振替分が振替されます 

コースの変更を希望の方 
「コース変更届」を事務局にご提出をお願い致します 

変更可能なコースはスクールの一覧でご確認ください 
 
 
 
 
お支払方法の変更を希望の方 ※年度途中での変更はできません 
「毎月払い」と「３ヶ月払い」を変更することができます 

支払い方法変更届を事務局へご提出をお願い致します 

 
※子供対象スクールで、対象年齢を超える場合にはコース変更または退会手続きが必要です 
※チケット会員からスクール会員に変更する場合は、コース変更届提出の他、振替口座登

録のお手続き（キャッシュカード・通帳・銀行印持参）と、現金での来年度の年会費の
お支払いが必要です 

継続手続きは不要です 
４月２７日（火）に年会費と４月
分受講料が口座振替となります 
また、「３か月払」の方は 4 月～
６月分受講料が同日に口座振替
となります 



~

　

該当スクール

わんぱくスポーツちびっこ

わんぱくスポーツキッズ

キッズサッカー

ジュニアサッカー

フェンシング

※上記の変更は中アリーナ照明工事の期間のみです。工事終了後、通常の
　　活動場所・時間に戻ります。

（月）　19：30～21：00

場所

大アリーナ

大アリーナ

大アリーナ

大アリーナ

大アリーナ

時間

（月）　18：00～19：00

（木）　18：00～19：00

（金）　18：00～19：00

受講料 週１回 3,200円/月 中・高校生 15,000円/3ヶ月 （金）　19：00～21：00

大アリーナ

バドミントンジュニア（金）

バドミントンチャンピオン（木）

バドミントンチャンピオン（土）

　現在受講の曜日でのみ継続可能
　です。曜日変更・追加を希望の
　方は、3月の新規募集要項をご
　確認下さい。

　入会希望の方は指導者にご相談
　下さい。

　入会希望の方は指導者にご相談
　下さい。

　現在受講の曜日でのみ継続可能
　です。曜日変更・追加を希望の
　方は指導者にご相談下さい。

外部施設

（金）　19：00～21：00

（木）　19：30～21：00

（土）　17：00～19：00

水・金 18：00～19：30 時間 19：00～21：00 木 19：00～21：00

土 16：00～17：00 小学生 12,000円/3ヶ月

月・水・木・金 17：30～18：30 受講料 受講料 3,500円/月

月・木（週２回）
開催曜日

時間

水 19：00～21：00

対象 小・中学生

開催曜日 月・水・木・金・土 開催曜日 水・金・土（週3回） 開催曜日

対象 小2～小6 対象 小・中・高校生 対象 小・中学生

時間 　 土   17：00～18：30 受講料 4,400円/月 土 17：00～19：00

の中から曜日選択 週２回まで受講可 時間

ジュニアスイミング スイムチャンピオン 卓球チャンピオン バドミントンチャンピオン

砺波市温水プール 砺波市温水プール 大アリーナ （水）大アリーナ （木・土）中アリーナ

受講料 ①3,900円/月 受講料 ①5,000円/月
②2,900円/月

　4月～6月は、バドミントンジュ
　ニアへの変更・新規入会はでき
　ません。

②3,600円/月

　　　　会員継続される皆様へ（お知らせ）

　　以下のスクールは令和３年４月～６月（予定）は、活動場所・
　 時間の変更がございます。 　（中アリーナ照明工事のため）

　　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。

受講料 3,200円/月 時間 18：00～20：00 受講料 2,900円/月受講料 3,200円/月 受講料 3,200円/月 時間 19：00～20：00

時間 19：00～21：00 ②月・木（週1回） 時間 18：00～19：30時間 18：00～19：00 時間 18：00～19：00 ②月・木（週1回）

開催曜日 水・金（週1回） 開催曜日 ①月・木（週2回） 開催曜日 水曜日開催曜日 金曜日 開催曜日 金曜日 開催曜日 ①月・木（週2回）

対象 小3～小6 対象 小1～小6 対象 小1～小6対象 年中～小2 対象 小3～小6 対象 小3～中3

中アリーナ 中アリーナ 大アリーナ （水）大アリーナ （金）中アリーナ 大アリーナ 大アリーナ

キッズサッカー ジュニアサッカー 卓球ジュニア バドミントンジュニア ジュニアテニス タグラグビー

受講料 3,400円/月 受講料 ①5,000円/月
②3,600円/月

　現在受講の方は小4まで継続可能
　です。わんぱくキッズコースに
　変更希望の方は新学年小3までの
　方でお願いします。

　未経験の方が新体操ジュニアに
　変更希望の場合は、新学年小3
　までの方でお願いします。

　参加人数が少数の場合はⅠ・Ⅱ
　とも17：30～18：30で行い
　ます。

　4月～6月は、ソフトテニスジュ
　ニアへの変更・新規入会はでき
　ません。

Ⅱ17：30～18：30 受講料 3,400円/月 時間 19：00～21：00受講料 3,400円/月 受講料 3,400円/月 受講料 3,400円/月

時間 Ⅰ17：00～18：00 時間 19：30～21：00 ②月・金（週1回）時間 17：30～18：30 時間 18：00～19：00 時間 17：00～18：00

開催曜日 水曜日 開催曜日 水曜日 開催曜日 ①月・金（週2回）開催曜日 月曜日 開催曜日 木曜日 開催曜日 月曜日

対象 Ⅰ小1～小3 Ⅱ小4～中3 対象 小3～小6 対象 小1～高校生対象 年中～年長 対象 小1～小4 対象 年少～小6

中アリーナ 中アリーナ 大アリーナ 第2トレーニング室 大アリーナ 中アリーナ

わんぱくスポーツ
ちびっこコース

わんぱくスポーツ
キッズコース

新体操ジュニア キッズ☆ダンスⅠ・Ⅱ ソフトテニスジュニア フェンシング

ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ 令和３年度 子供対象スクール一覧表 ※会員の皆様は必ずご確認下さい！！


