ハピスカとよさか会員 各位
特 定 非 営 利 活 動 法 人
総合型地域スポーツクラブ
ハ ピ ス カ と よ さ か

個人情報及び肖像権使用についてのお願い
下記の件につきまして、内容を十分にご確認頂き、同意書に必要事項を記入してご提出ください。
なお、下記の内容に同意頂けない場合は、情報を表に出さないように留意いたします。
記
１．個人情報の利用について（氏名、性別、連絡先等の使用）
①受付簿に氏名、性別の記載
②ダイレクトメールなどの郵送物を送付する場合
２．個人の肖像権について（写真の使用等）
※個人の特定ができないようにぼかしや背面からの撮影等、加工や工夫を施します。

①教室開催風景の撮影
②掲示物、広報紙（パンフレット、ハッピー通信等）、ホームページ、SNS などでの写真掲載
３．個人情報及び肖像権を使用したことに対して、ハピスカとよさかに一切の金銭的対価を求めないこと。
以上

個人情報及び肖像権使用に関する同意書
※同意の可否を○で囲み、必要事項を記入してこの用紙のままご提出ください。
1－①

受付簿に氏名、性別の記載

同意する

同意しない

1－②

ダイレクトメールなどの郵送物を送付する場合

同意する

同意しない

2－①

教室開催風景の撮影

同意する

同意しない

2－②

掲示物、広報紙、ホームページ、SNS などでの写真掲載

同意する

同意しない

3

使用されたことに対する金銭的対価を求めない

同意する

同意しない

令和

年

月

住所
会員氏名（署名）
※本人の署名が困難な場合

代表者氏名（署名）

（続柄

）

日

特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブハピスカとよさか 会員入会規約
本規約は、特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブハピスカとよさか（以下「ハピ
スカとよさか」という。
）の定款に基づき、会員入会に関する事項を定めるものです。必ず
本規約をご確認ください。
第1条

正会員種別

ハピスカとよさかの正会員は、別表第１のとおりとします。
「別表第 1」
種別
年度会員

会員資格期限

参加可能教室

入会（更新）登録完了日から、その年

テニス教室以外

度終了日（3 月 31 日）まで

の教室

ヘルシーエクササイズ教室各期（春期
シーズン会員

「4-6 月」
、夏期「7-9 月」
、秋期「10-12
月」
、冬期「1-3 月」
）の最終日まで

ヘルシーエクサ
サイズ教室のみ

総会議決権
あり

なし

テニス教室各期（1 期「4-6 月」
、2 期
テニス会員

「6-8 月」
、3 期「9-10 月」
、4 期「11-1

テニス教室のみ

なし

月」
、5 期「1-3 月」
）の最終日まで
シーズン会員、テニス会員の各期の名称、開催期間は変更になる場合があります。
第2条

入会手続き

(１) 年度会員になるには、入会申込手続きと年度会費及び保険料の納入が必要です。
但し、ハイキングサークルのみ参加する場合は施設外活動の為、入会時の保険料
は必要ありません。その都度別途保険（レクリエーション保険）に加入します。
(２) シーズン会員になるには、入会申込手続きとシーズン会費の納入が必要です。
(３) テニス会員になるには、入会申込手続きとテニス会費の納入が必要です。
(４) 入会者が 18 歳未満の場合は、保護者の署名が必要です。
第3条

会費、保険料等

ハピスカとよさかの入会に際しての会費及び諸費用等は次に掲げる額とします。
(１) 年度会員
① 年度会費
イ) 中学生以下及び 65 歳以上

1,400 円

ロ) 高校生以上 65 歳未満

2,400 円

ハ) 家族（同一世帯 5 名まで）

5,000 円

② 保険料 1,000 円（※家族の場合は人数×1,000 円）
③ 教室参加費 金額、支払時期及び支払方法等はハピスカとよさかが定めるも
のとします。
10 月以降の入会は年度会費及び保険料は半額とします。

(２) シーズン会員
① シーズン会費 ハピスカとよさかが各期開催要項に定めるものとします。
(３) テニス会員
① テニス会費 ハピスカとよさかが各期開催要項に定めるものとします。
第4条

会員証の発行

(１) 各会員には、入会時（更新時）に有効期限を記載した会員証を発行します。
第5条

会員資格の喪失

正会員が次の事項に該当するに至った場合は、その資格を喪失します。
(１) 退会届を提出した場合
(２) 本人が死亡した場合
(３) 本規約または定款のいずれかに違反した場合
(４) 入会時に虚偽の申告をした場合
(５) 正当な理由なく会費、保険料、各種参加費等を滞納し、催告を受けてもそれに応
じず、納入しない場合
(６) その他、ハピスカとよさかが会員として不適当と判断した場合
第6条

拠出金品の返還

(１) 年度会員のすでに納入した年度会費及び保険料は返金しません。
(２) 講師の病気・ケガ、自然災害や不測の事態が生じ、突発的に教室が中止になった
場合、代替日を設けることができる時は原則として各種教室参加料、シーズン会
費、テニス会費は返金しません。
(３) 施設の工事、避難所の設置、感染症等の流行による新潟市からの休館要請・利用
自粛指示等などの理由で、⾧期間会場を使用できず代替日を設けることが難しい
場合は、教室を開催できなかった回数分に応じて、各種教室参加料、シーズン会
費、テニス会費を返金します。
第7条

退会

(１) 別に定める退会届を提出した場合、任意に退会することができます。
(２) 入会期間終了後、更新手続きを行わない場合、自動的に退会処理となります。
第8条

変更の届出
会員は住所や氏名、電子メールアドレス等、ハピスカとよさかへの届出内容に変
更があった場合は速やかに変更の届出を行ってください。

第9条

盗難・紛失・忘れ物等

(１) 活動中に際して生じた盗難・紛失については、ハピスカとよさかは一切賠償責任
の責を負いません。
(２) 忘れ物については、一定期間過ぎたものは、警察に届け出ます。

第10条 個人情報及び肖像権の使用
(１) 登録した個人情報は次の内容に同意し、同意されたものについてのみ使用します。
① 受付簿に氏名、性別の記載
② ダイレクトメールなどの郵送物を送付する場合
(２) 肖像権は次の内容に同意し、同意されたものについてのみ使用します。
（使用の際
は、個人が特定できないようぼかしや背面からの撮影等、加工や工夫を施します。
）
① 教室開催風景の撮影
② 掲示物、広報誌、ホームページ、SNS などの写真撮影
(３) 同意できない場合は、情報を表にださないよう留意します。
(４) 個人情報及び肖像権について、使用したことに対してハピスカとよさかに一切の
金銭的対価を求めないこととする。
(５) 個人情報及び肖像権使用に関する同意書の提出が必要です。

教室参加に関してのお願いと注意
(１) 各教室は定員制（先着順）となっており、定員になり次第申込みを締め切ります。
(２) 定員に達していない教室は体験参加を受け付けます。その後、参加される場合は、
体験分も含めた参加費を納入してください。
(３) 参加費が期払い・月額払いの教室に新規で途中参加する場合は、残り回数分に応
じた参加費を納入してください。
(４) 教室に参加する場合は、必ず来館前に検温を実施して受付簿の体調チェック欄に
検温の有無と当日の体調について記載してください。
(５) 教室の録音、録画、写真撮影は、原則お断りしています。
（但し、ダンス系の教室
で発表会等に参加するために振りやフォーメーションを確認する場合はこの限り
ではありません。その際は事前にハピスカとよさかに許可を得て、プライバシー
に配慮した撮影を行ってください。なお、動画・写真を SNS 等へアップロードす
る行為は禁止します。）
(６) 活動中に発生した急病、傷害については可能な限りの応急処置と加入保険（補償
内容は別表第 2 のとおり）の範囲内で対応しますが、お客様自身の過失又は既往
症に起因する事故、疾病等については、主催者であるハピスカとよさかは一切の
責任を負いません。
「別表第２」
死亡・後遺症

入院保険金額（日額）

通院保険金額（日額）

1,000,000 円

1,500 円

1,000 円

特定非営利活動法人
総合型地域スポーツクラブ
ハ ピ ス カ と よ さ か

令 和

4 年 ３ 月

会 員 各 位
特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブ

ハピスカとよさか

理事⾧ 髙橋 靖

ハピスカとよさかメール配信のご案内について

当クラブでは、ご参加いただいている教室に関する様々な情報及び、緊急時の連絡等のメ
ール配信サービスを開始いたします。より迅速かつ確実に会員の皆様に情報をお伝えする
ため、現状の電話・郵送でのご連絡からメール配信に段階的に移行させていただきます。
つきましては本取り組みにご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

配信対象者
ハピスカとよさか年度会員、シーズン会員、テニス会員の本人及び保護者またはこれに準ず
る者でメール配信でのご連絡を希望する方
メール配信の利用にかかる費用
利用料金は無料ですが、メール受信のための通信料（パケット料金）は受信する側の負担と
なります。
配信内容


参加教室に関する情報


開催中止、日時・会場変更等のご連絡



各種教室の開催案内（ヘルシーエクササイズ教室など）



諸連絡



その他ハピスカが必要と判断した緊急情報

※会員更新のご案内は今後も郵送にてお送りします。
その他


登録されたアドレス等の個人情報は、個人情報保護法に基づき、メール配信会社で管理
を行い、当クラブのスタッフが配信します。メール配信以外の目的に使用したり、第三
者に提供することはありません。



会員の方が退会された場合は、一定期間の後、登録を抹消いたします。



郵送や電話でのご連絡を希望する方は、引き続き郵送や電話にてご連絡いたします。
裏面の登録の手順を参考に登録をお願いします。

登録の手順
1.

下記のアドレスへ空メールを送ってください。また、2 次元コード読み取り機能がある
機種をお持ちの方は下記のコードを読み取るとアドレス入力の手間が省けます。
※ 空メールとは、件名欄や本文欄に何も入力しないメールのことです。
登録用空メール専用アドレス

2 次元コード

hapimail_touroku@mhai.jp

2.

「本登録のご案内」のメールが返信されるので、本文中の URL をクリックし、登録画
面のサイトにアクセスしてください。

3.

「会員氏名」
、
「フリガナ」
、
「保護者氏名」
、
「保護者フリガナ」
、
「参加教室（複数ある場
合はすべて入力）
」を入力して、 次へ のボタンを押してください。登録内容を確認し
たら、 登録する のボタンを押してください。
※ 姓名の間は「全角スペース」をあけてください。例）ハピスカ□花子
※ 1 アドレスで複数の会員を登録する場合は、会員氏名の後ろに「姓名、2 人目の名
のみ」入力してください。例）ハピスカ□花子、太郎

アドレス変更、登録解除
メールアドレスの変更や登録を解除する場合は、配信メール内にある URL からか下記 2 次
元コードからお手続きをお願いします。ご自身での変更、登録が解除難しい場合は、お電話、
メールにてお申し付けください。 ※参加教室の変更は事務局が行います。
アドレス変更はこちら

登録解除はこちら

特定非営利活動法人 総合型地域スポーツクラブ ハピスカとよさか
〒950-3322

新潟市北区嘉山 488-3

電話／FAX

025-386-7522

配信メール

mail@hapisuka.com

豊栄総合体育館内（月曜休館）

代表メール toyosaka@hapisuka.com

令 和

4 年

3 月

会 員 各 位
特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブ

ハピスカとよさか

理事⾧ 髙橋 靖

ハピスカとよさかにおける新型コロナウイルス感染防止対策について
新型コロナウイルス感染防止のために必要とされる対策等について、以下の点をお伝え
します。繰り返しのご案内とは存じますが、参加を予定している皆様には、ご理解ご協力い
ただきご参加くださいますよう今一度お願い申し上げます。

参加者の皆様へのお願い
① 体調管理について
 教室当日、発熱、咳、喉の痛み、だるさや倦怠感などの症状がある場合は、参加をご
遠慮ください。
 教室に参加する場合は、必ず来館前に検温を実施して受付簿の体調チェック欄に検温
の有無と当日の体調について記載してください。検温を忘れてしまった場合は、豊栄
総合体育館入り口に設置しているサーマルカメラもしくは遠方施設の場合は会場に
体温計を用意しますのでその場で検温を実施してください。
② マスクの着用について
 活動中でも可能な限り、マスク着用をお願いします。

感染が落ち着くまでの間、すべての教室
で可能な限り、マスク着用をお願いして
います（R4.3.31 追記）

※活動内容に合わせて、マスクの着け外しをお願いする場合があります。
例）準備運動や基礎練習時などの運動強度が低い活動はマスクを着用して、
ミニゲームや主運動などの運動強度が高い活動はマスクを外す。
対象教室）子ども対象の教室、運動強度が高い活動を行う種目（星空テニス、バドミントン、
ハピスポ、有酸素＆筋トレ、シェイプアップ、有酸素運動、ソフトエアロ、テニス教室）

③ 手指消毒について
 こまめな手洗いうがいをお願いします。
 施設内にアルコール消毒液、ハンドソープ等も用意していますのでご活用ください。
④ 教室内容について
 参加者の距離をなるべく保って活動します。
 教室のプログラムは講師の方々に一任していますが、
「講師と参加者の接触を避ける」
「参加者同士の接触を避ける」等活動内容に留意頂いての指導をお願いしています。

⑤ 三密を避ける取り組みについて
 他の参加者と会話をする場合は、マスク着用の上、念の為対面を避けてください。
 一定の距離を保ち、できるだけ密を防ぎながらご参加ください。
⑥ 物の貸し借りについて
 他の方とタオルや直接体に触れる物等の貸し借りはご遠慮ください。
 貸し出しているストレッチマットは利用の前後に消毒作業のご協力をお願いします。
 また、お持ちの方はなるべくマイストレッチマットの持参をお願いします。
⑦ 会場について
 会場は、換気のため窓や扉などを開放状態にしたり、空調機を利用した換気を行って
おりますので、予めご了承ください。

新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合
新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合には、
「かかりつけ医などの医療機関へ電話
相談する」か「新潟県新型コロナ受診・相談センター（025-256-8275）
」に連絡して、指示
を受けてください。
新型コロナウイルスの関係で学校などが休校になった場合
新型コロナウイルスの関係で参加者様もしくはご家族様に休園・休校・お休み等の指示が
あった場合には、解除となるまで教室の参加を控えていただきますようお願いいたします。
その際には、お手数ですが、当クラブにもご連絡をお願いいたします。
なお、上記理由によりお休みした分の参加費については、該当回数分の参加費を計算して
返金させていただきます。
※今回は特別対応となりますので、他の感染症ならびに自己都合でのご欠席については返
金対象外となりますので、ご了承ください。
※欠席理由については、他の参加者ならびに部外者へは口外いたしません。
教室が中止となる可能性について
新潟県内で感染が拡大してきた場合、公共施設の利用制限に合わせて教室を中止としま
す。また、施設の利用が継続されても状況に応じて教室を中止とする場合があります。

当クラブでは、必要とされる新型コロナウイルス感染防止対策を講じて教室を開催し、その
対策をご理解頂いた上で、皆様にはご参加いただくことになります。皆様も、なお一層ご自
身の体調管理と行動管理にご留意いただいてご参加くださいますようお願いいたします。

特定非営利活動法人 総合型地域スポーツクラブ ハピスカとよさか
〒950-3322

新潟市北区嘉山 488-3

ＴＥＬ／ＦＡＸ

025-386-7522

豊栄総合体育館内（月曜休館）
MAIL

toyosaka@hapisuka.com

