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第３1 期 『東京乗馬倶楽部乗馬スポーツ少年団』

新規団員募集について
『公益社団法人 東京乗馬倶楽部』では、公益事業である「馬事普及及び青少年教育活動」の一環
として「乗馬スポーツ少年団」を組織しており、現在第 30 期（２０２１年５月３１日終了）が活動中です。
来期（第３１期）については２０２１年６月より活動開始予定となっており、新規入団者の募集を行って
おります。つきましては本要項をよく読み、指定期日までにお手続きくださいますようお願いいたします。
なお、乗馬初心者及び未経験者は当活動に参加できません。別活動となる『ジュニアビギナーズチー
ム（JBT）<渋谷区馬術連盟共催事業>』（要項は別紙）にてご応募されるようお願いいたします。

少年団（一般班）募集要項 【新規】
１）新規募集人数
（一般班）

⇒ 入団可能曜日は ３月 ９日以降にご確認ください。
若干名

（継続団員の曜日決定後、欠員のある曜日でのみ募集します）
※定員は、火、水、木、金、土、日曜日の各１４名、計８４名を予定。

⇒ 新規入団希望の方は「入団チェック」を受けてください

２）応募資格

（年 齢） ・活動開始日（２０２１年６月１日）に、小学５年生から高校３年生までの者。
（条 件） ・過去に当少年団・ＪＢＴに参加したか、乗馬経験者で部班騎乗ができる者※。
・「入団チェック」にて申込可の判定を得た者。
・団員心得、規約を遵守できる者。
・保護者の承諾を得ることができる者。
・無断欠席や早退をせず、終了時間まで参加できる者。
・心身とも健康（活動時に特別な配慮を要しない）で日本語での日常会話能力がある者。
・当倶楽部実施事業に積極的に参加、協力できる者。
※当倶楽部会員家族・更新者・年長者を優先します。

３）入団チェック

⇒ 過去に入団チェックで OK をもらっている方は免除（再受講は不要）。

新規入団希望者は、騎乗技術確認の「入団チェック」をまず受けてください。受講後にチェック
結果によるお申込の可否や、活動へのご質問等にお答えする時間を設けます。
内

容 ブリティッシュスタイルの騎乗技術を確認するため、外周柵のない場所で
軽速歩による輪乗り、巻乗りなどの運動を単騎でしていただきます。
●料金：５，６００円 （内訳：騎乗と質疑応答等の合計４０分程度）
※調馬策運動、ウェスタンスタイルでのみご経験の方は受講をご遠慮ください。
※入団可の判定を得た方のみ、申込書をお渡しします（これまでの判定率は４割弱です）。

受付期間 ２０２１年 ３月 ２日（火） ～ ３月１４日（日） ※定休日の月曜日を除く。
〇入団チェック申込受付電話 ： 03-3370-0984
（受付時間） 午後１時から午後４時まで
※上記番号にお電話していただき、「少年団入団チェックを希望」とお伝えください。受講日時
をご相談の上、ご予約をお取りします。受付時間を守ってお電話ください。
※入団チェックご予約の際、騎乗者の身長、体重、これまでの乗馬経験等をお伝えください。

チェック実施期間 ２０２１年 ３月１６日（火） ～ ４月４日（日）
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４）入団申込方法 （入団チェックで申込可の判定を得た方のみ対象）
申込可の判定を得た方にのみ「入団申込書（新規用）」をお渡しします。必要事項を記の上、
以下の期日までに提出してください。
※入団申込書では活動希望曜日をお選びいただけますが、継続団員の受入れを優先する
ため、既に定員を超過した曜日のみお選びになった場合にはご希望に沿えませんことをご
承知おきください。その場合は、当該曜日でのキャンセル待ち扱いとなります。
【継続団員の申込状況は３月９日（火）午前９時に確定します】

〇提出先：東京乗馬倶楽部クラブハウス受付
受付最終締切

（FAX・メール提出無効）

２０２1 年 ４月６日（火） 午後５時 （厳守）

（注）上記を過ぎての提出や、記載内容に不備がある場合は申込書を受理しませんの
でご了承ください。

◆注意事項◆
入団チェックで申込可の判定を得た方でも、希望曜日が継続団員の申し込み状況で既に定員に
達した場合、誠に申し訳ありませんがご入団いただくことができません。その場合は希望曜日でのキ
ャンセル待ち扱いとしまして、後日空きが出た場合にご対応させていただきます。また、お申込後に
選択曜日での活動が困難になった場合は、恐れ入りますがご辞退のご連絡をお早めにいただきま
すようお願いいたします。
毎年多くの皆様からお問合わせを頂戴し、複数の方にお待ちいただいている状況となります。一人
でも多くの方に活動にご参加いただくため、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

（少年団活動について）
１）活動期間

２０２１年 ６月 １日（火） ～ ２０２２年 ５月３１日（火）

２）活 動 日

（一般班） 入団時に決定した曜日（週１回）
（選抜班） 入団決定後、相談の上で決定した曜日（週２回予定） ※継続者のみ
※ 希望曜日をお聞きしますが申込多数の場合は希望に添えない場合があります。
※ 天候、倶楽部行事等により活動を中止する場合があります。

新規の方は、（一般班）のみ入団お申込が可能となります
３）活動時間

（一般班） 各曜日とも 集合：１６：４５ （15 分以上の遅刻は騎乗不可）
※ 目安は、17：00 騎乗開始、18:00 から手入れ、18:45 頃活動終了 予定
※ 受付前に着替えて集合し、出欠確認後厩舎へ移動、その後馬装を行います。
※ 季節や天候等により活動時間を変更する場合があります。特に夏季は、酷暑予防のため
開始時刻を 8：00 に変更する場合があります。
※ （選抜班）の厩舎集合は馬匹準備の都合で 16：30 に繰り上げますが、終了は（一般班）と
同時間帯になります。

４）活動場所

・東京乗馬倶楽部厩舎および馬場
※ 競技、合宿等により当倶楽部以外の施設での活動を実施する場合があります。

５）活動内容

・乗馬の練習、馬装及び手入れ、厩舎作業、奉仕作業 等
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６）指導内容

・（一般班）は、原則として部班による乗馬指導を行います。
・（選抜班）は、競技会参加を前提とする乗馬指導を行います。
・乗馬練習に加え、雨天時等は馬学についての座学指導を行います。
・活動を通じて社会性や協調性を養うこと、馬と接する事での情緒教育を育むことを
目的とし、少年少女のスポーツ振興を図ります。

７）指 導 者

・東京乗馬倶楽部インストラクター及びスタッフ

８）費

・入団金 （新規）３１，６００円

用

（継続）２１，４００円

・団 費 （一般班）月額１３，８００円

（選抜班）月額３４，６００円

※ 納入された入団金、団費等は、いかなる場合もお返しできません。

９）必要な道具

乗馬用ヘルメット、乗馬ブーツ、乗馬ズボン（キュロット）、ボディプロテクター、
乗馬用手袋、ロゴ入りポロシャツ、馬手入れ道具一式、教材（Enjoy Riding）等
※競技会、乗馬技能検定試験に参加の際には、乗馬用の正装（乗馬用ジャケ
ット、白キュロット、白手袋など）が別途必要になります。
※活動中の服装は色指定にご留意ください。色を満たしていればお手持品で可とし
ますが、競技会などの行事参加時は、指定服装の着用をお願いします。
※ロゴ入りポロシャツ、乗馬ズボン（指定色）、ボディプロテクター等はユニフォームと
してお揃えいただきます。販売店をご案内しますので、お手持品の買い替え時は
指定色からお選びください。
※プロテクター（安全ベスト）はエアバック式のものをお求めください。少年団では落馬
時の安全性を考慮し、エアバック式プロテクターの着用を標準にしております。

競技会参加を目標とする活動を行う「少年団（選抜班）」と、乗馬初心者及び
未経験者が馬に親しみ、基礎的なレッスンを行う「ジュニアビギナーズチー
ム（JBT）」が本要項での募集活動である「少年団（一般班）」と同時間帯に、
活動を行っております。
※ 選抜班は、条件を満たした継続者のみが対象（新規の方は対象外）。
※ JBT については別紙要項をご参照ください。

少年団に入りたい人は、以下の心得を守れるか良く覚えておきましょう！
【団員心得】
１．レッスンには必ず出席し無断欠席や遅刻をしない。やむを得ず欠席する場合は、レッスン当日の
集合時刻前までに必ず連絡をする。
２．指導者、クラブ関係者の指示に従って、規律正しくきびきびと行動する。
３．団員は互いに仲良くし、指導者、先輩、関係者には礼儀正しく大きな声であいさつをする。活動中
は熱心に行い、無駄話をしない。
４．団活動を理由に、勉学を怠ることなく生活すべてにおいて努力すること。
５．団員心得、規約に反した行動をした者は、指導者会議の上、退団させることがある。（尚、納入金
は一切返金しません。）
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【留意事項】
◎活動曜日

入団決定時に通知する曜日が１年間の活動日となります。活動曜日は、その曜日に属
する団員の性別、体格等のバランスを鑑みて決定します。

◎曜日変更

やむをえず活動曜日の変更を希望する場合は、変更先に空きがあるか、入替可能者が
いる場合に限り認めます。変更は対応できない場合が多いため、年間を通じ無理なく参
加可能と思われる曜日をお選びください。

◎健康状態

少年団活動において、指導時に特別な配慮が必要となる持病もしくは、障がいをお持ち
の場合は、出来る範囲での安全管理上の対応を検討する為、申込書の自由記入欄に
てお知らせください。
※その内容に起因するトラブル防止のため、活動中に初めて発覚することが無いよう
記入にご協力をお願いします。

◎活動辞退

希望が合わず、来期参加が困難な場合は活動辞退を早めにお申し出ください。

◎中途退団

活動途中での退団が見込まれる場合、入団手続き時にその旨をお申し出ください。その
場合活動参加最終月までの団費請求といたします。また期間中やむなく退団される場
合は、退団届の提出をお願いいたします（様式は事務局にご用意）。

◎活動振替

月曜祝日のため火曜日が倶楽部定休日となる場合、火曜班の練習をその月曜祝日に
替えて実施します。また、競技会開催や年末年始休業などにより活動をお休みすること
が各曜日ともありますが、その場合の振替活動はありませんのでご理解ください。

◎雨天時

雨天の場合も馬学講義や厩舎作業などの活動を行います。団員は天候に関わらず活
動に参加してください。ただし、台風接近時や雷などの各種警報発令により活動および
交通事情に支障をきたす恐れ大きい場合は「活動中止」とし、参加を求めません。
当日の活動の有無は基本的に午後３時までに判断します。

◎緊急連絡

事務局からの連絡（荒天による活動中止等）は、午後３時以降に入団申込書に記載の
メールアドレスに一斉メールで行います。またツイッターでの情報提供も随時行いますの
で、ご活用ください。（当倶楽部ＨＰから閲覧できます）。
◆ツイッターアカウント ＠tokyoridingclub
◆ツイッターアドレス

http://twitter.com/tokyoridingclub

◎遅刻・欠席 都合により集合時間に遅刻、欠席する場合は事前に連絡願います（メールは禁止）。
１５分以上の遅刻は、その日の騎乗はできません。また、活動開始時刻までに連絡がな
い場合は、「無断欠席」扱いとします。
◎無断欠席

無断欠席を３回以上繰り返す団員は、その理由の如何に関わらず退団処分とし、継続
および今後の再入団もお断りします（納入金については一切返金しません）。

◎無欠席褒状 本活動に年間を通じ無欠席で参加された場合、これを讃える褒状を授与すると共に、
次期活動への継続申込を最優先対応します。
◎長期欠席

怪我や病気により、長期欠席が予測される場合は事務局にご相談ください。また怪我や
病気以外の理由により、欠席が２ヶ月以上続く場合には、退団若しくは翌年への継続手
続きをお断りする場合があります。

◎東京馬術大会 本年１０月に「御殿場市馬術・スポーツセンター」（静岡県御殿場市）にて当倶楽部が
開催する『第６７回東京馬術大会』にご協力ください。大会概要、参加要項等は日程が
近づきましたらご案内いたします。
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◎活動中の事故 活動中に生じた事故については、倶楽部加入傷害保険による補償の他は、倶楽部及
び指導者側は一切その責任を負わないものとします。

※万一に備え、ご家庭でも何らかのスポーツ傷害保険にご加入ください。
◎コロナ対応

感染拡大期は官庁の要請に基づき、活動休止になる場合があります。休止が 1 か月
以上に及ぶ場合は該当期間の団費相当額を翌期に充当する等の対応を行います。

◎寄附金

当倶楽部に対し皆様が個人として支出される寄附金は、確定申告時において所得税
の寄附金控除（所得控除または税額控除）が受けられます。詳しくは入団決定時に資
料をお送りしますのでご協力をお願いいたします。

●少年団活動は別紙規約に基づき行いますので規約を熟読し申込書に必要事項を記入、保護者
印を捺印の上、事務局までお申込ください。
●通常活動時の服装は、色指定にご留意ください。華美なものでなければお手持ちの物で可としま
す。しかし、倶楽部行事や競技会参加の場合は、ロゴ入りポロシャツや正装の着用が必要になり
ますのでご注意ください。また、お手持ち品の買い替えの際には服装の統一にご協力ください。

申し込み・問合せ先
〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町４－８
公益社団法人 東京乗馬倶楽部 スポーツ少年団事務局 宛
電話：０３－３３７０－０９８４（月曜定休）
Mail：office@tokyo-rc.or.jp
URL: http://www.tokyo-rc.or.jp/

★「少年団」の募集では部班騎乗が可能な乗馬経験者
であり、事前に「入団チェック」にて OK 判定を得た方
にのみ入団申込書をお渡しいたします。
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