
  

レノファ山口 FC キッズ・チアダンス・クラブ 

ORANGE POPCORN 【オレポ】2 期生入会案内書  

   2018 年７月 2 日改訂 

 

オレポ 2 期生募集開始。11 月始動。2019 年 2 月デビュー予定。 

 

1. チアダンスクラブ結成目的 

① レノファ山口 FC ホームゲームのキックオフ前 5 分間のチアダンスを通じて、維新みらいふスタジアムに集う選手・ファン・スタッフ全

員へ、笑顔と元気を届けます。 

 

② オレンジドリームパークのチアダンスを通じて、維新みらいふスタジアムに集う人びとの「健康」と「つながり」を応援します。 

 

 

 

2. チアダンスクラブ 2 期生の入会条件 

① 2019 年 4 月 1 日時点で小学生(満 6歳～11歳)であること。 

 

② レノファ山口 FC ホームゲーム（於 維新みらいふスタジアム）のチアダンス演技に参加できること。 

a. 毎回参加は義務ではありません。 

b. チアダンスクラブ構成と演出の都合上、各ホームゲームへの出欠予定については、 

毎月 1 週目のスクールにて翌月の出欠確認を致します。 

      

③ チアダンス演技の完成にむけて合同スクールに参加できること。 

a. スクール日程・募集定員 

ﾁｰﾑ 
ｽｸｰﾙ（毎週水曜日） 満年齢 

募集定員 
（ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ山口宇部） 2019.4.1 時点 

ﾄﾄﾞﾗｰﾁｰﾑ 16：30～17：30 6 歳(小 1) 5 名 

ｷｯｽﾞﾁｰﾑ 17：45～18：45 

7 歳(小 2) 

10 名 

8 歳(小 3) 

9 歳(小 4) 

10 歳(小 5) 

11 歳(小 6) 

 

b. 全員出演を目指し、なるべくご参加ください。 

c. 合同スクール開始 10 分前には運動しやすい格好で集合していただきますようお願いします。 

d. ゴールドジム付属ロッカーおよびシャワーは 16 歳以上限定につきご利用いただけません。 

合同スクール前後 30 分間のダンススタジオは、ロールカーテンを降ろして更衣室とします。 

 

④ 諸費用 

a. 初回お申込金は 33,400円です。 

1. 10,800 円 入会金 

2. 10,800 円 月会費(11 月分) 

3. 10,800 円 月会費(12 月分) 

4.  1,000 円 スポーツ安全保険加入(毎年 4 月 1 日更新。) 

b. 2019 年 1 月以降は、月会費 10,800 円を指定金融機関の口座

から自動引落いたします。 

c. 合同スクールを通じてチアダンス出演が確定したメンバーの方には、1 月

上旬を目処に、オリジナルクラブウェアを 11,880 円にてご購入いただく

予定です。 

1. 5,400 円 オリジナルトップス 

2. 4,320 円 オリジナルスカート 

3. 2,160 円 ポンポン左右一式 

＊その他、白シューズ・白ハイソックス・黒スカートインナー（スパッツ）

が必要です。詳しくは入会後、事務局がご案内いたします。 

 

 

 

3. 応募からご入会までの流れ 

① 応募 

a. 定員到達し次第、〆切といたします。 

b. レノファ山口 FC 公式サイトにおける「オレポ 応募フォーム」にて以下をご記入の上、フォーム送信ボタンをクリックしてくださ

い。記入項目 1～3 において不備または虚偽がありましたら受付いたしかねます。 

1. 入会予定者の氏名・フリガナ・性別・生年月日・現住所 

2. 入会予定者のダンス経験有無（なし、バレエ 2 年 3 ヶ月、ジャズダンス 1 年など） 

3. 入会予定者を送迎する保護者（以下、送迎保護者と表記します）の氏名・携帯電話番号・携帯メールアドレ

ス・入会予定者との続柄 

4. その他（ご質問やお気づきの点などがありましたらお問い合わせください） 

c. オレポ 応募受付のお知らせ 

オレポ 応募フォーム受付と同時に、送迎保護者の携帯メールアドレスに受付のお知らせが自動返信いたします。返信の

ない場合は回線障害やシステムエラーなどの理由により応募が成立していませんので、お手数ですが再度お申込みいただ

きますよう、お願いいたします。 

d. ご入会当否のお知らせ 

オレポ 応募フォーム受付後 72 時間以内に送迎保護者の電話番号宛に、ご入会当否について連絡差し上げます。 

オレポ 応募フォーム受付時点ですでに定員数を大幅に超過してしまっているご予約は受付いたしかねますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

② 入会手続の日時と場所 

a. 日時についてあらかじめご相談いたしますので、必ず入会予定者と送迎保護者が揃って直接ご来場ください。 

b. ゴールドジム山口宇部（宇部市東岐波 1569-1 ミスターマックス宇部ショッピングセンター内）にて手続いたします。 

 

  



 

③ 入会手続に必要なもの 

a. 申込兼誓約書 

b. 入会予定者の現住所が記載されている公的身分証明書 

健康保険証などをご提示ください。学生証では受け付けておりません。 

c. 送迎保護者の公的身分証明書 

運転免許証か健康保険証などをご提示ください。なお、入会予定者と送迎保護者の現住所が一致しない場合において

は、別途「入会予定者と現住所が一致する保護者」の公的身分証明書を併せてご持参ください。 

d. 初回申込金 33,400 円 現金またはクレジットカード決済 

e. 金融機関キャッシュカードと暗証番号（西京銀行の場合のみ、お手数ですが口座通帳および通帳印をご持参ください） 

ご入会時点から 2019 年 1 月以降のスクール会費の自動引落を手続きします。 

 

 

 

4. チアダンス活動目標と必要なもの 

① 目標 

2019 年 2 月開催のレノファ山口 FC ホームゲームにおけるチアダンス演技デビューを目標にがんばります。 

合同スクールの進捗によってデビュー予定が前後する旨、あらかじめご了承ください。 

チアダンスの集合時刻はキックオフ 2 時間前を想定しています。 

 

② 必要なもの 

a. オリジナルウェアと白シューズ 

b. 飲物・着替・タオルなど 

 

③ 集合場所 

a. 維新みらいふスタジアム（山口市維新公園 4 丁目 1-1）正面入口 

b. 天候によるチアダンス演技の実施可否 

集合時間 2 時間前に判断し、当クラブのグループ LINE へ一斉連絡します。 

c. 送迎保護者の駐車場 

入会者 1 名につき 1 台を集合場所の近くにご用意します。 

 

④ レノファ山口 FC ホームゲーム観戦チケットについて 

 未就学児 小・中・高 一般 

チアダンスクラブ会員 
ホームゲーム出演時 BA 席をご用意します 

当日券売場にて有料アップグレードも可能です 
 

送迎保護者・関係者 
保護者の膝上観戦 

であるかぎり無料です 

チアダンスを含む試合観戦ご希望の場合 

別途ご手配をお願いします 

チケット詳細は右記をご参照ください。 http://www.renofa.com/ticket_information2018/ 

 

 

 

5. 休会と退会について 

① 毎月 10 日までにチアダンスクラブ会員証を添付のうえ、所定の届出および手続を完了していただきましたら、その翌月より休

会ないし退会という扱いになります。休会費は 1 ヶ月につき 540 円です。 

 

② 休会ないし退会時に会費滞納がある場合、完納していただきます。 

 

③ 一定期間を超える会費滞納時は退会扱いとします。 

 

 

 

6. 消費税率 

すべての金額を 2018 年 7 月時点の消費税率 8％にて計算表記しています。 

消費税率が変更された場合、金額が異なりますのでご了承ください。 

 

 

 

7． YouTube 公式アカウント 

「 【オレポ】レノファ山口 FC キッズ・チアダンス・クラブ ORANGE POPCORN 」 

YouTube へスクール練習風景やレノ丸といっしょにおもしろリズムダンスの様子をアップしております。 

下記 URL より、ご視聴いただけます。 

https://www.youtube.com/channel/UCmr66UlrrZmpbyU7TUuwkcw?view_as=public 

 

 

 

以上 

http://www.renofa.com/ticket_information2018/
https://www.youtube.com/channel/UCmr66UlrrZmpbyU7TUuwkcw?view_as=public

