
        キャンプのご案内 

 

 

この度は、サカイクキャンプ２０２０夏にお申込みいただき、ありがとうございます。 

いよいよキャンプ開催が近づいて参りました。つきましては、ご注意事項・承諾事項をご連絡致し

ます。必ずよくご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

【メインコーチのご紹介】                    

髙峯弘樹（タカミネ ヒロキ） 

１９７０年２月２日 50 歳 小学生と中学生の 2 児の父 

 

資格：日本サッカー協会 A 級指導者ライセンス  

ドイツサッカー協会 B 級指導者ライセンス 

   一種 教員免許状（保健体育） 

 

指導歴：順天堂大学卒業後、一般企業に就職しその後ドイツ留学を経て 

１９９６-２００３ ベガルタ仙台 ユース監督 

２００３-２０１２ 大阪学院大学高等学校サッカー部監督 

    （２００７年高校選手権 大阪予選準優勝） 

    （大阪府年間優秀選手 ０４年１名、０７年４名、１０年２名、１１年１名輩出） 

２０１２-２０１４ 神奈川大学サッカー部監督 関東学生サッカーリーグ１部、２部 

    （２０１３年神奈川県知事杯 優勝） 

 

※その他、弊社運営のシンキングサッカースクールコーチが帯同します。 

 

■ 集合 8 月 3 日（月） 

【現 地】１２：３０受付開始 １３：００開校式 

※ 昼食・着替えを済ませてください。 

 

【バス利用の場合】９：００受付開始 ９：３０出発 

集合場所：鍛冶橋駐車場 

東京駅八重洲南口から有楽町方面に外堀通り徒歩約５分 

別添地図ご参照ください。 

※ 昼食は各自でのご用意となります。バスの中で食べやすいおにぎりなどご用意ください。 

※ ご乗車の際は、昼食と水筒のみをお持ちください。大きな荷物はトランクに積み込みます。 

※ 駐車場の入り口付近にはサカイクのロゴの付いたユニフォームを着たスタッフが待機しており

ます。必ず受付を済ませてからバスにご乗車ください。 

※ バスの出発時間は厳守でお願い致します。ご事情により万一、９：30 に間に合わない場合には、

各自で現地までお越しください。 

※ バス会社の都合により、集合場所が変更になる場合がございます。変更の場合はご登録アドレ

スへご連絡致します。 

 



■ 解散 8 月 6 日（木） 

【現 地】１２：００頃予定 

１１：００までトレーニングを行い、閉会式後解散となります。 

※ 現地解散はグラウンドとなります。 

※ バスご利用の皆様には、昼食をご用意致します。（バス料金に含まれます） 

 

【バス利用の場合】16：00 到着予定 

到着場所：鍛冶橋駐車場   

現地を 13：00 出発の予定です。1 時間を超える遅延となる場合にはご連絡致します。 

※道路が混雑する可能性がございます。 

 

■ 持ち物 

別紙参照ください。 

※持ち物につきましては自己管理でお願い致します。忘れ物につきましては事務局では対応致しか

ねますのでご了承ください。なお、貴重品や携帯電話、その他キャンプに関係のないものはお預か

りさせていただきます。 

 

■ 食事について 

アレルギーなどある場合には必ず事前にご申告ください。内容によりアレルギー対応の食事も可能

です。 

 

■ コミュニケーションシート・保険証 

コミュニケーションシートを印刷、必要事項の記入、写真貼付の上、キャンプ当日お持ちください。

また、保険証のコピーを必ずご持参ください。余白は切らずにそのままお持ちください。保険証が

無い場合には保険対応が出来ない場合があります。 

なおコピーは返却しません。事務局にて、責任を持って処分致します。 

 

■ 健康状態に関して 

ご申告が必要と思われるアレルギー・体質など健康状態や持病に関しては必ず、事前にご申告をお

願い致します。ご申告の無い場合については一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

 

■ トレーニング報告 

トレーニングの実施内容など、保護者の皆様に「info@sakaiku.jp」より毎日メールでご連絡致し

ます。ドメインを設定されていなくても、メールが届かないことがございます。「info@sakaiku.jp」

を受信できるように設定してください。 

 

また下記 SNS でもキャンプの様子を配信しております。是非ご覧ください。 

・サカイク Facebook：『サカイク』で検索 

・サカイク Instagram：アカウント『sakaiku_jp』で検索    

 

■ 緊急連絡先について 

キャンプ期間に確実に連絡の付く連絡先をお願い致します。お申込み時に頂いている連絡先に変更

がある場合には必ずご連絡ください。 
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■ キャンプ中の事故等について 

キャンプ中は帯同するコーチ一同細心の注意を払いって行いますが、期間中の怪我（応急処置はい

たします）・事故・盗難等につきましては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

また施設内において、故意・過失に関わらず、器物に損害を加えた場合は修理代を全額弁償して 

頂く事が有りえますので御了承お願いします。 

 

■ 参加費について 

ご入金の確認をもって申し込み完了となりますので、期限までにご入金をお願い致します。 万一期

限までにお支払が無い場合には参加権利を失うこととなり、キャンセル待ちの方に参加権利が移る

ことも有りえますのでご注意ください。 

※ お振込み先は別紙ご参照ください。既に全額お支払の場合は除きます。 

※ ご満足いただけない場合は宿泊費・交通費以外は返金保証します。 

 

■ 中止・変更について 

サカイクキャンプ側都合で中止になる場合は、参加費を全額返金いたします。 

天災・人災などやむをえない理由により、安全にレッスンを行うことが不可能であると判断された

場合の中止は、参加費の返金を致しかねますので予め、ご了承下さい。 

また開催中、参加者の体調不良・怪我・情緒不安定により、安全にレッスンを継続できない、との

判断はサカイクキャンプで判断させて頂きます。その場合も参加費の返金は致しかねます。 

 

■ 雨天時について 

原則雨天時もレッスンを行います。持ち物にはタオル・着替えのご準備をお願い致します。 

 

■ 熱中症に関して 

クーラーボックス、ジャグタンクに氷、水、またスポンジを準備し随時水分補給が可能な状態にし

ておきます。出来るだけ気温の低い時間帯にトレーニングを行うようにしています。 

またトレーナーが帯同し、子供たちの健康状態には常にチェックしています。 

 

■ 見学について 

保護者様のトレーニング見学は自由となっております。指導者の方は、事前にご連絡ください。 

※サカイクキャンプは親元を離れるという非日常の体験が子供達の成長、自立を促すということを

基本理念にしております。保護者様の見学を禁止する事はしておりませんが、サカイクキャンプの

基本理念をご理解いただいた上でお越しください。 

 

■ 著作権・肖像権について 

キャンプで撮影する写真・動画等は、キャンプ記録及び、ホームページ・雑誌・POP など、その他

商業上の目的の為に使用することができるものとします。 

 

 

 

 

 

 



■ キャンセルについて 

お申し込み後、参加者都合によるキャンセルはキャンセル料が発生します。 

7 月 14 日～7 月 20 日まで：キャンセル料 20％ 

7 月 21 日～7 月 31 日まで：キャンセル料 30％ 

8 月２日：キャンセル料 50％ 

８月 3 日以降：キャンセル料 100％ 

※キャンセル日は、お客様が当社の営業日、営業時間内にその旨をお申し出いただいた日とします。 

 

■ 保険について 

サカイクキャンプ期間中、傷害保険に加入致しております。 

（全額保障するものではありません） 

○ 加入保険：CHUBB（チャブ）保険 

○ 加入区分：総合型地域スポーツクラブ専用補償プラン 

○ 対象となる活動：レッスン中及びその往復 

○ 障害保険金額 

入院 1 日 4,000 円、通院 1 日 1,500 円、死亡 2,000 万円 

詳しくは CHUBB 損害保険株式会社をご覧ください。 

http://www.acegroup.com/jp-jp/corporate/sports_club.aspx 

レッスン中も怪我・事故防止のため、万全の体制を期しておりますが、 

いかなる場合も、上記保険保障額以上の保証・責任は負いませんので、ご了承ください。 

 

■ 個人情報の保護について 

サカイクキャンプ WEB サイトならびにキャンプのお申込により収集された個人情報は、 

サカイクキャンプの厳正な管理下で安全に保管し取り扱い、申込受付完了通知・保険・サカイクキ

ャンプからのご案内等の目的に使用できるものとします。 

ご参加の皆様には、今後、サカイクキャンプからキャンプ・イベント・サービスなど各種情報の案

内を送る場合があります。 

申込者には、提携企業やスポンサー企業のサービスや製品等の案内メールを、サカイクキャンプが

代行して送信する場合があります。 

サカイクキャンプは、提携企業やスポンサー企業、メディア、その他の第三者に対し、 

申込者の申込状況やアンケートの集計結果を、個人を特定できない統計情報として、開示する場合

があります。 

 

■ 新型コロナウイルス対策につきまして 

キャンプ中は以下の対応を徹底し、帯同するコーチ一同細心の注意を払って行いますが、期間中の

病気等につきましては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

 

①体調不良者の参加禁止 

キャンプ開催 15 日前より体温の計測および体調の記録をお願い致します。 

参加者の方へ体調記録用紙をご用意いたしましたので、毎日の体温と体調を記録するようご協力く

ださい。また、キャンプ期間中も体温を測って参りますので体温計をご持参ください。 

 

 



＜発熱がある場合＞ 

キャンプ参加前日時点で発熱がある場合は、参加を禁止とさせていただきます。 

 

＜キャンプ期間中の発熱時＞ 

キャンプ期間中に発熱があった場合は、個人部屋にお子さまを移動し経過の確認と保護者様へのご

報告を行います。また状況に応じて、保護者様にお迎えに来ていただくことがございます。 

 

②手洗い・アルコール消毒、うがいの励行。トレーニング以外でのマスク着用も義務付け。 

キャンプ期間中においては、トレーニング前後、食事の前後で手洗いとアルコール消毒、うがいの

励行を行います。トレーニング以外ではマスクの着用も義務付けさせていただきます。マスクにつ

いては日数分ご持参ください。 

 

③その他：換気や消毒を十分に行い、3 密空間にならないよう配慮いたします。 

 

・宿泊部屋について 

宿泊部屋は例えば 6 人部屋を 4 人で使用するなど密にならない様に、宿泊施設に要望をだしており

ます。トレーニング中には部屋を換気･消毒を行います。 

 

・食事について 

バイキングではなくこちらで配膳をおこないます。おかわりなどもスタッフで行います。 

 

・セミナー時について 

隣席との間隔を開けて行います。出来るだけ大きな会議室を準備させて頂きます。 

 

・バス移動について 

長距離を移動する場合は休憩時間を設け、換気と消毒を行います。 

 

普段の生活の中で「手洗い」「うがい」の励行と規則正しい生活（食事・睡眠）が大切となります。

日頃より体調管理には十分にご注意ください。 

 

【必ずご確認ください】 

ご参加に際しては上記内容をご承認いただいた上でのご参加とさせて頂きます。何卒よろしくお願

い致します。 

 

■ キャンプ期間中の緊急連絡先について 

高峯：090-8495-7499 

以 上 

 

【お問い合わせ】サカイクキャンプ事務局 

info@sakaiku.jp（平日 10：00～18：00） 

 

 

 

mailto:info@sakaiku.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京駅バス希望者 集合・解散場所 

【集合】8月3日 9：00受付開始 9：30出発予定 

【解散】8月6日 16：00到着予定 

※現地13：00出発の予定です。 

※渋滞による１時間以上の遅れはご連絡致します。 

【場所】鍛冶橋駐車場 

東京駅八重洲南口から有楽町方面に 

外堀通り沿いを徒歩約5分 

バス利用者 当日緊急連絡先担当 

柏瀬：080-3097-6327 

 

八重洲南口

 

  

BMW

 

  

鍛冶橋交差点

 

  

鍛冶橋駐車場 

鍛冶橋駐車場 

拡大図 

※注意事項※ 

鍛冶橋駐車場ではほかにも数多くのバスが運行、乗降を行っております。送迎の際は周囲の安全やほかのお

客様の通行の妨げにならないようご配慮ください。また駐車スペースは大変危険ですので、立ち入らないよ

うお願い申し上げます。 

 


