
キッズラグビーとりみ 入会申込書 申込⽇       年    ⽉    ⽇

私はクラブ規約に合意し、入会を希望します。

保護者欄 

ふりがな

氏   名 続柄 （ ） 続柄 （ ）

住所 〒 －

（マンション名・方書）

⾃宅電話番号 - -

電話番号 （ 携帯） - - （ 携帯） - -

メールアドレス

緊急時連絡先 ①（⽗携帯／⺟携帯／⾃宅／その他） ②（⽗携帯／⺟携帯／⾃宅／その他） その他 - -

緊急時連絡先は、休⽇に連絡のつく番号を記入下さい。

児童・生徒欄

ふりがな

氏   名

⽣年⽉⽇ ⻄暦 年 ⽉ ⽇ ⻄暦 年 ⽉ ⽇

学校名等 小学校 ・ 幼稚園 ・ 保育園 小学校 ・ 幼稚園 ・ 保育園

学年  幼保（ 年少 年中 年⻑） 小学校（      ）年⽣  幼保（ 年少 年中 年⻑） 小学校（      ）年⽣

参加カテゴリー

血液型

性別

伝達事項（子どものアレルギー・既往症等）

駐⾞カード 要  ・  不要
 ※駐⾞スペースの関係上、台数制限をしますので、駐⾞場乗入れを保障するものではありません。

期中会費（スポーツ障害団体保険料・ラグビー協会登録料込み）
 ※入部⽉は無料 翌⽉起算   何⽇に入会しても翌⽉からの会費が適⽤されます。 例）6⽉1⽇入会 ・・・7⽉からの会費3,200円
 ※学年担当コーチと該当⾦額を確認の上、会費を添えてお申し込み下さい。
 ※入部期以降の半期会費（通常会費︓4,000円/半期） 徴収時期は、会計委員よりご案内いたします。

入会⽉（前期）
入会⽉（後期）

通常会費

翌⽉起算会費（実質お支払い額）  計 円

保護者スポーツ保険（任意）

保護者の方でスポーツ保険に加入される場合、必要事項をご記入の上、1,850円／人（65歳以上 1,200円／人）を添えてお申し込み下さい。
 ※お⼦様のスポーツ保険料は会費に含まれています。

保護者氏名① ⽣年⽉⽇ 年齢

保護者氏名② ⽣年⽉⽇ 年齢  計 円

***コーチ記入欄***

児童・⽣徒期中会費 保護者スポーツ保険 合計

 計 円 +  計 円 ＝  計 円 受領いたしました。

     年    ⽉    ⽇
受領コーチ氏名

0円

 4,000円  3,800円  3,500円  3,200円  2,900円

3,500円 3,200円 2,900円 2,600円

 A B O AB ／ RH ＋ －

９⽉
３⽉

 2,600円

７⽉ ８⽉
１⽉ ２⽉

男 ／ ⼥ 男 ／ ⼥

保護者① 保護者②

児童・⽣徒① 児童・⽣徒②

  ミニ     年⽣  ／  タグ   ミニ     年⽣  ／  タグ

 A B O AB ／ RH ＋ －

４⽉ ５⽉ ６⽉
１０⽉ １１⽉ １２⽉

3,800円

キリトリ

保護者控え



キッズラグビーとりみ会⻑ 殿

１．入会後は、キッズラグビーとりみ規約を遵守します。

２．練習場所及び試合会場への送迎は、保護者の責任で⾏います。

３．練習場所及び試合会場の都合等により乗合で移動する場合は、運営委員会のとりきめた乗⾞割に従います。

４．移動中の事故については、クラブの契約する保険で補償される範囲を超えて、クラブ及び運営委員、指導員に対し

 何らの請求もいたしません。

５．活動中の事故については、クラブの契約する保険で補償される範囲を超えて、クラブ及び運営委員、指導員に対し

 何らの請求もいたしません。

６．保護者として、児童の安全を確保するため、健康状態、服装、その他事故の原因となる事に注意を払います。

 
以上、入会に際し誓約いたします。

⻄暦      年     ⽉     ⽇

保護者氏名

児童・⽣徒氏名

児童・⽣徒氏名

誓 約 書



キッズラグビーとりみ 入会申込書 記載例 申込⽇  ２０２１年  ７⽉  １７⽇

私はクラブ規約に合意し、入会を希望します。

保護者欄 

ふりがな とりみ たろう とりみ はなこ

氏   名 ⿃⾒ 太郎 続柄 （  ⽗ ） ⿃⾒ 花⼦ 続柄 （  ⺟ ）

住所 〒 －

奈良県 奈良市 ⿃⾒町 １０００

（マンション名・方書）

⾃宅電話番号 - -

電話番号 （ 携帯） 090 - - （ 携帯） 090 - -

メールアドレス *****＠***.ne.jp *****＠***.com

緊急時連絡先 ①（⽗携帯／⺟携帯／⾃宅／その他） ②（⽗携帯／⺟携帯／⾃宅／その他） その他 - -

緊急時連絡先は、休⽇に連絡のつく番号を記入下さい。

児童・生徒欄

ふりがな とりみ いちろう とりみ きょうこ

氏   名 ⿃⾒ ⼀郎 ⿃⾒ 京⼦
⽣年⽉⽇ ⻄暦 年 ⽉ ⽇ ⻄暦 年 ⽉ ⽇

学校名等 小学校 ・ 幼稚園 ・ 保育園 小学校 ・ 幼稚園 ・ 保育園

学年  幼保（ 年少 年中 年⻑） 小学校（  ３  ）年⽣  幼保（ 年少 年中 年⻑） 小学校（  1  ）年⽣

参加カテゴリー

血液型

性別

伝達事項（子どものアレルギー・既往症等）

駐⾞カード 要  ・  不要
 ※駐⾞スペースの関係上、台数制限をしますので、駐⾞場乗入れを保障するものではありません。

期中会費（スポーツ障害団体保険料・ラグビー協会登録料込み）
 ※入部⽉は無料 翌⽉起算   何⽇に入会しても翌⽉からの会費が適⽤されます。 例）6⽉1⽇入会 ・・・7⽉からの会費3,200円
 ※学年担当コーチと該当⾦額を確認の上、会費を添えてお申し込み下さい。
 ※入部期以降の半期会費（通常会費︓4,000円/半期） 徴収時期は、会計委員よりご案内いたします。

入会⽉（前期）
入会⽉（後期）

通常会費

翌⽉起算会費（実質お支払い額）  計 円

保護者スポーツ保険（任意）

保護者の方でスポーツ保険に加入される場合、必要事項をご記入の上、1,850円／人（65歳以上 1,200円／人）を添えてお申し込み下さい。
 ※お⼦様のスポーツ保険料は会費に含まれています。

保護者氏名① ⿃⾒太郎 ⽣年⽉⽇ 1983.12.04 年齢 37

保護者氏名② ⽣年⽉⽇ 年齢  計 円

***コーチ記入欄*** ※コーチ記入欄（各学年ケア担当またはその代理コーチ）

児童・⽣徒期中会費 保護者スポーツ保険 合計

 計 円 +  計 円 ＝  計 円 受領いたしました。

  2021年  7⽉  17⽇
受領コーチ氏名

⽊津 太郎

1,850

5,800 1,850 7,650

1234

９⽉

保護者① 保護者②

児童・⽣徒① 児童・⽣徒②

  ミニ   ／  タグ   ミニ   ／  タグ

631  ＊＊＊＊

３⽉

 A B O AB ／ RH ＋ －  A B O AB ／ RH ＋ －

男 ／ ⼥ 男 ／ ⼥

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉

 3,800円  3,500円  3,200円  2,900円  2,600円

１０⽉ １１⽉ １２⽉ １⽉ ２⽉

14 2015 1

3,800円 3,500円 3,200円 2,900円 2,600円 0円

 4,000円

8

⿃⾒ ⿃⾒

5,800

5678 9876 5432

2013 3

キリトリ

保護者控え


