ＮＰＯ法人グラミーゴ奈良三笠

「ありがとう」と言いあえる一生の「仲間」を作ろう！

【入会のご案内】
<グラミーゴ三笠ＦＣ> <サッカースクール>
<グラキッズ> <グラミーゴ広場>
お問合せ
NPO 法人グラミーゴ奈良三笠 事務局
〒630-8132

奈良市大森西町 13-14

受付時間 平日 9：00～17：00
TEL 0742-81-3077 FAX 0742-33-5535

ホームページ QR コード
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〘法人理念〙
スローガン
「ありがとう」と言いあえる一生の「仲間」を作ろう！
チーム名の由来
グラミーゴとは「Gracias」
（スペイン語で「ありがとう」）と「Amigo」
（スペイン語で「仲間」）
を掛け合わせた造語で、スポーツや様々な地域の活動等を通じて、企業理念にもなっている『「あ
りがとう」と言いあえる一生の仲間を作ろう』という想いが込められています。
また、「mi casa(三笠)」はスペイン語で「家に帰る」という意味があります。将来、ＯＢと
してグラミーゴ三笠ＦＣの社会人チーム、指導者として帰ってこられるよう家のような存在で
ありたいと考えています。実際にグラミーゴ三笠ＦＣ社会人チームではＯＢの選手たちが活躍
してくれています。また、グラミーゴ三笠 F C 出身の選手がいま現在、コーチとしても活躍し
てくれています。

ミッション
愛：グラミーゴを愛し、そして愛されるように感謝の気持ちを伝えると共に仲間と絆を深めよう！
夢：夢を夢で終わらせることのないよう、仲間と共に歩もう！

バリュー
１．笑顔であいさつをしよう。
２．思いやり・責任感を持とう。
３．常に学び挑戦しつづける（自分で考え行動しよう。）
４．みんなでスポーツを楽しもう。

グラミーゴ奈良三笠の２０３０年の目指す姿
○グラミーゴ奈良三笠の会員を５００人にする。
＊地域開催の大会にサポーター１００人の方に応援に来てもらえるクラブを目指す。
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〘入会の流れ〙

体験希望を事務局に連絡

℡：0742-81-3077

体験参加
① 無料体験参加同意書に記入。
※グラミーゴ三笠 FC の無料体験は３回
※サッカースクールの無料体験は２回
※グラキッズ及びグラミーゴ広場の無料体験は１回
② 入会案内説明

入会申込書提出
①入会特典：グラミーゴ会員カード（グラスポカード）
※グラミーゴ奈良三笠で提携しているお店でグラスポカードを
提示して頂ければサービスを受けることができます。

グラスポカード協賛店

活動スタート
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目次
<グラミーゴ奈良三笠

活動案内>

★グラミーゴ三笠ＦＣ（Ｐ５～６）
スクールでは経験できない試合や遠征などの活動がもりだくさん！
チーム活動を通じて人間力を磨くこと重点に活動しています。サッカー以外の
楽しいイベントもあります♪

★グラミーゴサッカースクール（Ｐ７～８）
基礎練習とミニゲームでサッカーを楽しめる、週一回だけのサッカースクールです。
現役のコーチと一緒にサッカーを楽しもう♪

★グラキッズ（Ｐ９）
楽しく身体を動かしながら、運動能力の向上や仲間と協力する良さを伝える運動教室
です！

★グラミーゴスポーツ広場（Ｐ１０～１１）
サッカーをはじめ、他にも様々な活動をしています。
詳しく教室について知りたい方、ぜひお気軽にお問合せ下さい！
【種目：サッカー・ダンス・バドミントン・バスケット・サーキット教室】

★その他・施設利用に関する注意事項（Ｐ１２）

★ＮＰＯ法人グラミーゴ奈良三笠
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運営要領（Ｐ１３～１４）

〘グラミーゴ三笠ＦＣ〙（小学１年生～中学３年生）
カテゴリー
チャレンジクラス

入会金

年会費

月会費

１・２年生

６，０００円

５，０００円

３・４年生

８，０００円

６，０００円

１０，０００円

７，０００円

ジュニア

ジュニアユース

５・６年生

３，０００円

中学１年生（U-13）

（入会時のみ）

中学２年生（U-14）

８，０００円
１４，０００円

９，０００円

中学３年生（U-15）

１０，０００円

▼年会費の期間は、4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までとなります。
▼７月以降のご入会の方は年会費を 1,000 円引き、10 月以降は 2,000 円引き、1 月以降は 3,000
円引きとなります。
▼その他…クラブ指定購入品（ユニフォーム等）別紙「チームウェア注文書」参照
▼FC の選手は、サッカースクールに１回５００円で参加することが可能です。
▼夏季期間において、熱中症対策として補充用の飲料水及び氷をスタッフで購入し、
活動の際に会場にお持ちさせて頂きます。その際の費用１人 2,500 円（約５カ月間）を徴収
させて頂きます。

【活動日：会場：大安寺西小学校】※雨天の場合、大安寺西小学校・体育館
カテゴリー

１・２年

月

火

水

木

金

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

土・日・祝

練習
ＯＦＦ

（チャレンジクラス）

ＯＦＦ

16：45～18：30
雨天中止

練習
３年生・４年生

５年生・６年生

中学１年～３年生
（Ｕ－１３～１５）

ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

練習

16：45～18：30 16：45～18：30
雨天：16：45～18：15

雨天中止

練習

練習

雨天中止

雨天中止

練習

練習

18：00～20：00 18：00～20：00
雨天：18：00～20：00

雨天中止

大会

練習

17：30～19：15 17：30～19：15 17：15～19：00

練習

ＯＦＦ

ＯＦＦ

雨天：17：15～19：00

練習
ＯＦＦ

18：00～20：00
雨天：18：00～20：00

▼長期休暇の平日の練習時間が変更になる場合もあります。
（HP の予定表でご確認ください。）
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【入会申込】
グラミーゴ奈良三笠運営要領を承諾の上、入会申込書を事務局へ提出してください。
※入会時から住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は事務局へ連絡をして
ください。

【費用振込】
ゆうちょ銀行・自動払込みシステムとなりますので、郵便局にて手続きお願い致します。
毎月２６日に翌月分の月会費を自動引落させて頂きます。
※２６日が土日・祝日の場合は、その後初めの平日となります。
※振込手数料５５円はご負担お願い致します。
※郵便局への申込方法については、別紙「自動払込利用申込書記載要領」を参照下さい。

【活動予定表】
20 日以降に翌月分の予定表をグラミーゴ奈良三笠ホームページに掲載させて頂きます。

【活動の中止・変更・欠席等の連絡】
スケジュール管理システム PICRO にてスケジュールの中止、変更のご確認お願い致します。
※PICRO への登録をお願い致します。(別紙ご案内を配布させて頂きます。)
※欠席の場合もスケジュール管理システム PICRO にてご連絡下さい。
※中止の場合は、掲示板にも掲載させて頂きます。
（中止の連絡がない場合、予定通りの行動をしてください。）

【送迎について】
・現地集合・現地解散が基本となりますが、送迎の協力をお願いする場合は、事務局より
ピクロにてご連絡させて頂きます。
※マイクロバス等で移動する場合もあります。※送迎協力金については別紙をご確認下さい。
【練習・試合等の持ち物】
・ボール・レガース・スパイク・着替え・水筒・タオル・試合時にユニフォーム一式(赤・白)
・その他必要なもの(夏は帽子、汚れ物を入れる袋、雨天時の備えとして雨具、ゴミ袋など)
【遠征・合宿（キャンプ）について】
・のあっくキャンプ 1 年生～6 年生（8 月頃予定）
・合宿/遠征 ３・４年生：年２回程度 ５・６年生：年３回程度

中学生：年４回程度

【参加費について】
・練習試合、大会等のグラウンド代、参加費の徴収をさせて頂きます。
目安２００円～５００円。※必要な場合は、予定表に掲載させて頂きます。
【その他：中学生】
・テスト前、テスト中の活動は各自で調整してください。
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〘グラミーゴサッカースクール〙※原則、月 3 回以上の活動とさせて頂きます。
カテゴリー

入会金
３，０００円

小学１年生～小学６年生

（入会時のみ）

年会費

月会費

５，０００円

３，８００円

▼年会費の期間は、4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までとなります。
▼７月以降のご入会の方は年会費を 1,000 円引き、10 月以降は 2,000 円引き、1 月以降は 3,000
円引きとなります。
▼その他…グラミーゴスポンサーＴシャツ購入２，３００円別紙「チームウェア注文書」参照

[活動日]
会場（場所）

曜日

佐保川小学校

体育館

月曜日

済美小学校

体育館

月曜日

3 月～9 月：運動場
大宮小学校

10 月～2 月：体育館

対象

時間

小学１年生～６年生

16：30～17:30

木曜日

（※雨天時：体育館）
大安寺西小学校

体育館

金曜日

▼月３回以上の活動日が確保できなかった場合は、下記内容のいずれかで振替を宜しくお願い
します。振替が生じた場合は、事務局から振替のご案内をさせて頂きます。
① 違う学校でのサッカースクールで振替
② 定期的に行うＦＣ・スクール交流戦で振替
▼サッカースクールに所属している選手は定期的に行う F C との交流に１回５００円で参加し
て頂くことができます。（サッカースクールの予定表に掲載させて頂きます。）
▼当日、やむを得ず雨天で体育館に変更した場合は、裸足で活動することもあります。
雨天で体育館が使用できない場合は中止となります。
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【入会申込】
グラミーゴ奈良三笠運営要領を承諾の上、入会申込書を事務局へ提出してください。
※入会時から住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は事務局へ連絡下さい。

【費用振込】
ゆうちょ銀行・自動払込みシステムとなりますので、郵便局にて手続きお願い致します。
毎月２６日に翌月分の月会費を自動引落させて頂きます。
※２６日が土日・祝日の場合は、その後初めの平日となります。
※振込手数料５５円はご負担お願い致します。
※郵便局への申込方法については、別紙「自動払込利用申込書記載要領」を参照下さい。

【活動予定表】
20 日以降に翌月分の予定表をグラミーゴ奈良三笠ホームページに掲載させて頂きます。

【活動の欠席及び中止・変更等の連絡先】
パソコンより一斉メール送信を行います。
※該当する下記メールアドレスを受信できるようにして下さい。
『グラミーゴサッカースクールＰＣアドレス：mikasa.soccer2013@gmail.com』
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〘グラキッズ〙
カテゴリー

入会金

年会費

参加費（月会費）

キッズ

０円

３，０００円

２，５００円

▼月謝袋をお渡しさせて頂きますので、参加費は月の最初にお支払い下さい。
▼年会費の期間は、4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までとなります。
▼７月以降のご入会の方は年会費を 500 円引き、10 月以降は１,000 円引き、1 月以降は 1,500
円引きとなります。
▼活動が２回の場合は 1,700 円 1 回の場合は、900 円
▼中止になった場合は、１回 800 円の返金をさせて頂きます。

[活動日]
会場（場所）

曜日

大安寺西幼稚園
大宮幼稚園

対象

時間

4 歳・5 歳・6 歳

14：15～15：00

水曜日
園庭及び

水曜日

リズム室

大安寺幼稚園

木曜日

▼雨天の場合は、リズム室で行います。
（リズム室が使用できない日は中止とさせて頂きます。）
▼８月はお休みとさせて頂きます。

【入会申込】
グラミーゴ奈良三笠運営要領を承諾の上、下記ＱＲコードからお申し込みお願いします。
※入会時から電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は事務局へ連絡してください。

申込みＱＲコード → → →
【活動予定表】
年間予定をグラミーゴ奈良三笠ホームページに掲載させて頂きます。

【活動の欠席及び中止・変更等の連絡先】
パソコンより一斉メール送信を行います。
※下記メールアドレスを受信できるようにして下さい。
『グラミーゴサッカースクールＰＣアドレス：mikasa.soccer2013@gmail.com』
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〘グラミーゴ広場〙
カテゴリー

入会金

キッズ

年会費
３，０００円

０円
小学生～大人

５，０００円

▼年会費の期間は、4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までとなります。
▼７月以降のご入会の方は年会費を 1,000 円引き、10 月以降は 2,000 円引き、1 月以降は 3,000
円引きとなります。
▼キッズの場合は、７月以降 500 円引き、10 月以降は 1000 円引き、1 月以降は 1,500 円引き
となります。
▼年会費をお支払いして頂いていない方は１回１，０００円となります。
▼バスケットボールについては、別紙資料をお渡し致します。
▼サーキット運動教室の年会費は、１，０００円となります。

[活動日]
種目
ドリブルスクール
（サッカー）
個人技術スクール
（サッカー）

ダンススクール
バスケットボール
個人参加型フットサル
（サッカー）
サーキット運動教室
バドミントンサークル

対象

曜日

小学 1 年～小 6 年生

月曜日

小学 1 年～小 3 年生
月曜日
小学 4 年～小 6 年生
５歳～中学生
別紙資料をお渡し
致します。

小学生～大人

月曜日
木曜日
金曜日

時間・会場
19：00～20：00
三笠中学校（体育館）
20：00～21：00
三笠中学校（体育館）

参加費
500 円
500 円
1,000 円

17：45～18：45
佐保川小学校
19：05～20：55
三笠中学校（体育館）
19：20～20：50
三笠中学校（体育館）

500 円

9：30～10：30
キッズ～小学２年生 土曜日（月１回）
大安寺西小学校（体育館）
小学 4 年生～大人

土曜日

19：00～21：00
大安寺西小学校（体育館）

▼個人技術スクールに７回以上参加された方には、個人技術 T シャツをプレゼントさせて頂き
ます。
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【入会申込】
グラミーゴ奈良三笠運営要領を承諾の上、入会申込書を事務局へ提出してください。
※入会時から住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は事務局へ連絡して
ください。

【年会費】
入会当日現金で徴収させて頂きます。
※領収書をお渡しさせて頂きます。
※既にグラミーゴ奈良三笠にご入会頂いている方は、年会費は必要ありません。

【中止・変更の連絡】
変更及び中止の場合は、グラミーゴ奈良三笠ＨＰの「掲示板」に掲載させて頂きます。
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〘その他・施設利用に関する注意事項〙
【活動中やその往復でケガや事故をした場合】
スタッフはケガ等が起こらないように万全の注意を払います。万が一、ケガ等があった場合は、
当クラブが加入するスポーツ保険の適応範囲内で対応させて頂きます。行き帰りのケガ等も適
応される場合がありますので、ご相談ください。

【その他】
・学校施設を使用しておりますので、学校行事等で使用できないことがあります。
・インフルエンザ等で学級閉鎖になった場合、その期間中は感染予防の為、活動をお休みして頂
くようよろしくお願い致します。
但し、土日の活動に関しては本人が感染していない場合は参加して頂いても結構です。

【大安寺西小学校】
・正門前の道路に停車してのお子様の乗り降りも事故等を防ぐ為、禁止とさせて頂きます。

【佐保川小学校】
・お車でお越し頂ける場合は、前向き駐車の看板がある場所は必ず前向き駐車を守って
頂けますようご協力お願いします。また土日、祝日の体育館寄りの駐車スペース 5 台
分は体育館使用者の方の駐車場所となりますのでご注意ください。

【三笠中学校】
・１９時まで校門付近で待ち合わせ等をしないようにお願い致します。又、２１時に校門を
出て頂くようよろしくお願い致します。
・始まる前、終わった後に校門付近でお話等をされると近隣住民の方のご迷惑になる為、校門
付近にはたまらないようにお願い致します。
・車の乗り入れは可能ですが、校舎内は徐行をして頂き、アイドリングストップはご遠慮
ください。
・駐車場所は体育館と校舎の間のスペースをご利用ください。
・体育館入口にあるすのこの上は土足禁止となります。

【各幼稚園】
・お車の出入りは禁止とさせて頂きます。
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ＮＰＯ法人グラミーゴ奈良三笠

運営要領

グラミーゴ奈良三笠の運営については、「特定非営利活動法人グラミーゴ奈良三笠定款」に定める
もののほか、当法人の活動に関して以下の運営要領を定める。
（名称）
■ 第１条 当法人の事業の中に次の３つの名称を付与し、事業を行うものとする。
(１)グラミーゴサッカースクール
(２)グラミーゴ三笠ＦＣ
(３)グラキッズ
(４)グラミーゴ運動広場

と称する。

（目的）
■ 第２条 当法人は、地域の人々に対して、スポーツの普及・育成・競技力・指導力の向上に関する事業
を行い、青少年の心身の健全な発育、発展及び育成を支援するとともに、地域の中での世代間
の交流を醸成し、不特定かつ多数のものの自立的、自発的な社会参加を促進し、地域コミュニ
ティの再生と人間性あふれる心豊かな社会の創造に寄与することを目的とする。
（事業）
■ 第３条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(１)地域イベントへの参加
(２)その他、当法人が必要と認める活動
（会員）
■ 第４条 会員とは当法人の目的に賛同し、当法人の入会届を事務局に 提出した者とする。
（入会資格）
■ 第５条 会員の入会については、家庭の理解が得られ、入会に同意頂いた男女とする。
（会費）
■ 第６条 （１）会員は当法人が定める、各事業で定められた入会費、年会費及び月会費等を
納入しなければならない。
（２）既納の入会費、年会費、月会費及びその他の拠出金品は返還しない。
（資格喪失）
■ 第７条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（１） 退会届を提出したとき
（２） 当法人が消滅したとき
（３） 会費等を滞納又は除名されたとき
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（退会）
■ 第８条 会員は、当法人が別に定める退会届を事務局に提出して任意に退会できる。
（除名）
■ 第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを除名することができる。
（１）当法人の定款等に違反したとき
（２）当法人の名誉を傷つける、又は目的に反する行為をしたとき
（会員更新）
■ 第１０条 原則として、退会届提出までは会員を自動更新とする。
（費用の徴収）
■ 第１１条 事業実施において新たに経費を必要とする場合は、その都度徴収する。
（１） 費用とその納入方法は別途通知する。
（２） 納められた費用は退会及び除名しても一切返還しない。
（個人情報の保護）
■ 第１２条

（１）当法人は個人情報を適切に保護、管理する体制を確立し、個人情報
の適正な取得、利用および提供に関する規程を定め、これを遵守します。
（２）当法人は個人情報を取得および利用する場合には、利用目的を明確
にし、特定された利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を
取扱います 。
（３）活動内容を保護者の方等に知って頂くため、グラミーゴ奈良三笠
ホームページ、facebook 等に写真・動画を掲載させて頂くことがあります
ので、掲載することが出来ない場合は事務局までお申し出ください。

（その他）
■ 第１３条

（１）指導者は事故が起きないよう万全の注意を払う。当法人の活動において発生した不慮
の事故による傷害については、スポーツ安全保険の範囲内で対応する。
行き、帰り道での事故等、上記以外の不慮の事故については、当法人は責任を一切負
わない。ただし、スポーツ保険の適応は可能な場合があるのでご相談ください。
（２）会員は当法人の指示に従い、円滑な活動が行えるよう協力する。
付則
１

この要領は２０１２年 ４月１日より施行する。

２

この要領は２０１３年１１月１日より施行する。

３

この要領は２０１４年１１月１日より施行する。

４

この要領は２０１７年

４月１日より施工する。

５

この要領は２０２１年

４月１日より施工する。

６

この要領は２０２２年

４月１日より施工する。
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