Wailele HulaStudio

ご入会の栞

組織図
Wailele Hula Studio
主宰

滝沢伊織

◎スタジオ サンライズ ( 火 Lehua、火 Ilima) クラス
■直営クラス

◎田園調布 クラス
◎VEG あすみが丘ボウル クラス
◎Nani Hoa Hula Circle・あすみが丘 プラザクラス・ガーデンコートクラス

■サークルクラス

◎Pikake Kids Hula Circle( ケイキ）・あすみが丘 プラザクラス
◎Lani Kai Hula Circle・あすみが丘 プラザクラス
◎ Minoaka Pikake Hula Circle・蘇我コミュニティ S クラス
◎ Luana Pikake Hula Circle・誉田公民館 S クラス
◎Hoaloha Hula Circle・海神公民館 クラス
◎Hoʻonanea Pikake Hula Circle・鎌取コミュニティ S クラス

※S が付くクラスはインストラクターが指導するサテライトクラスです。
※サークルクラスとは Wailele Hula Studio が講師を派遣しているクラスです。

規約
教室の質を維持する為、以下の規約に基づき会を運営しています。
また、規約は必要に際してその都度改訂していきます。
▶教室について

◎当ハーラウ（教室）は滝沢伊織の運営する Wailele Hula Studio です。

◎フラを通してハワイ文化を学び身体の健康や心の健康を目標に日々の生活の充実を目指します。
▶入会について

◎入会金（3,000 円）及び申し込み書を当教室が受理した時点で御入会が確定致します。
また、同時に本規約について了承したものと致します。

◎入会手続きを終えた後での入会金はいかなる場合でも返金致しません。
◎当会直営クラス、当会統括下サークルクラスに入会した時点から退会届けを
◎別のハーラウ（教室、サークル , カルチャーを含む）に在籍中の方の入会は
ご遠慮頂いております。
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受理されるまでを Wailele Hula Studio の会員期間と致します。

lele Hu
i
a
W

▶受講料について

◎基本的には月謝制です。
月初めに月謝をお釣りの無いよう月謝袋に入れ、日付を記入し担当講師に渡して下さい。
◎月途中からの入会者は、月謝を月開講数で分割し、参加回数の金額をお支払い下さい。
◎チケット制レッスン
個人レッスンと、既存のクラスにチケットを購入してレッスンを受ける事が出来ます。
レッスンチケットの金額は１枚 60 分 1,500 円（90 分→1,800 円 120 分→2,000 円）
購入 5 枚 1 組より。10 枚綴りを購入して頂くと 5% の割引を致します。
※有効期間 1 年間です。※施設費は別途かかります。
個人レッスンは 90 分からお受け致します。又、その場合、１回分のチケットと施設費を受講者に
御負担頂きます。
▶施設費について
在籍クラスにより金額や徴収方法が違います。入会時に説明がありますので各自確認を願います。
▶教材について

◎振り付けの歌詞を LINE にて差し上げています。音源はメールで配信しております。
練習用の動画や伝達事項も含め LINE を活用しておりますので登録にご協力下さい。
音源 CD 歌詞のコピーもご用意可能ですが、有料となります。
▶クラス、所属について

◎所属とは、初級、中級、中級（アシスタント）インストラクターの何れかに属しているかです。
入会する時に所属を決め、適時所属変更について指導者より声をかけます。
また、本人からの申し出により変更を検討できます。

◎クラスは、入門、初級、中級、インストラクターのクラスがあります。
時間については 60 分、90 分、120 分、とクラスにより違いますが、全てにおいて、準備、休憩
の時間を含みます。ほとんどが混合クラスなのでクラスの説明を受けレッスンにご参加下さい。
◎特別クラス①

Wailele Hula Studio の会員は不定期に開催される合同というクラスに無料で参加出来ます。
（施設費は参加者で分担します。）
◎特別クラス②

Wailele Hula Studio の会員は月 1 回開催されるカヒコクラスに
参加出来ます。参加費は 1 レッスン 120 分 1500 円チケット制です。（施設費は参加者で分担します。）
◎カルチャー教室所属の方は既存のクラスにレッスン料 500 円で参加出来ます。
（施設費別）
ベーシックを充実させたい、習う回数を増やしたい等ご相談下さい。

◎中級クラス以上に所属の会員はアシスタントの役割をする事を条件に他のクラスに施設費のみで
参加出来ます。（カルチャーを除く）
▶肖像権について
Wailele Hula Studio ではレッスン風景や、ステージの様子を撮影し公開する事があります。
公開を望まれない方は事前に会にご連絡下さい。撮影時に配慮し対応いたします。

u
la St dio

ただし撮影後のお申し出についてはお受けできません。
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▶月の休み、休会、退会について

◎ひと月のお休みをする場合、お月謝は頂きません。（クラスにより施設費のみ頂く場合もあります。）
◎月の途中で受講者の都合によりレッスンを休まれた場合はお月謝の返金は致しません。

救済措置として、他のクラスへの振替を許可する場合があります。必ず講師に確認を願います。
◎休会、退会は、希望する 1 ヶ月前にお申し出下さい。

3 ヶ月を超える休会は一旦退会とし、再入会の手続きをお取り下さい。
※いかなる休みの場合にも納入した施設費の払戻しは致しません。
▶振付けについて
◎Wailele Hula Studio で学ぶ振付けは、ハワイのクムフラ チンキィーマホエ氏より主宰者滝沢が
信頼関係の元、頂いた振付けと、滝沢が著作権を持つ振付けです。
会員の皆様にはこの振付けを部外者に教えたり、報告無く外部で披露する事を禁止しております。
退会後も同様ですので御注意下さい。Wailele Hula Studio 会員として受けたワークショップの
振り付けについても同様の扱いになります。
▶衣装について
◎Wailele Hula Studio にご入会後、ハラウパウの購入をお願いしています。
レッスン着、楽屋着、衣装として使用します、どうぞ購入にご協力下さい。
また、ハラウで揃えた衣装は無断で使用することを禁止しています。
退会後も同様ですので御注意下さい。そこで、退会時には些少ではございますがパウスカート、
衣装など下取りできる物がございます。ご相談下さい。
▶注意事項

◎各種イベントへの参加は全て任意です。
◎個人的なイベント出演（結婚式など）の依頼を受けた場合、必ず指導者への報告と、許可をもらう事を
義務づけております。

◎ハーラウ外のワークショップ参加は事前に報告し指導者より許可をもらう事を義務づけております。
◎パーティーやライブなど、公な場でフラの披露が予想される場合、必ず事前に報告してから参加して下さい。
また、偶発的な披露の場合は出来るだけ時間をおかずに報告する事を義務づけております。
◎意図的に報告なくイベントなどに参加した場合、退会も含め処分を検討致します。
◎指導者の許可無くハーラウ内での録音や録画を禁止致します。
また、許可を得た録音や録画は個人の練習や復習の為に活用し、外部への流出をする行為を禁止致します。
▶自主練について
◎自主練をする場合は必ず講師に報告をして下さい。
生徒さん達の自発的な自主練は熱心さの現れとし、
Wailele Hula Studioとしても推奨し、
サークル名で
施設を予約する事が許可されます。
ただし、
自主練ですので、講師が参加する事はできません。
施設費は参加者で按分する事。
また、部外者の同伴は禁止（事情がある場合はご相談下さい）
など、
取り決めを守って練習に励んで下さい。
※イベント参加時に、
レッスンだけでは練習が足りないと感じ、不安な場合は担当講師にご相談下さい。
有料ですが、追加レッスンを講師が開講する事も出来ます。
1レッスン2時間以内。受講費1名当たり1,000円。
追加30分毎に500円施設費は受講者で按分します。
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◎追加レッスン詳細
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▶その他禁止事項

◎ハーラウ内での下記の行為を禁止致します。
賭博、許可のない物品売買。
勧誘、宗教及び政治的宣伝活動、署名運動、アンケート協力、許可ないチラシ配布。
他人の誹謗中傷迷惑行為、および暴力、威嚇。
2018 年４月１日 制作 2018 年９月 11 日 改訂
2018 年９月 25 日 改訂 2019 年 2 月 24 日 改訂 2019 年９月 2５日
改訂 2020 年 6 月 26 日

改訂 2022 年 3 月２１日

Wilele Hula Studio
主宰

滝沢

伊織
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