■２０２２年度前期講座案内

教育 ・教養

講座申込みについてのご案内
！ お申込みの前に必ず次のことをご確認ください。
１. 次のことはご遠慮ください。
（１） お申込み後の講座及びクラス変更
（２） 妊娠中及び妊娠の可能性のある方の健康 ･ スポーツ講座、 プログラムへの参加
（３） 受講権利の譲渡

２. 対象
１６歳 （高校生） 以上の方。 浦安市民でなくてもお申込みいただけます。

実務 ・ビジネス

３. 健康確認について
明海大学 （以下 「本学」 という。） が必要と判断した方には医師による診断書を提出していただきます。
なお、 健康調査等の結果、 受講をお断りさせていただく場合がございます。

４. 個人情報について
本学オープンカレッジは、 「個人情報の保護に関する法律」 を遵守し、 会員等の皆様の氏名、 住所等の個人情報の利用にあたっては適正な取扱いに努め、
本学が管理する 「メイカイクラブ （以下 「本クラブ」 という。）」 及び ｢ 各種講座 ｣ 等の円滑な運営目的のためにのみ利用させていただき、 安全管理のために
必要な措置を講じています。

５. 講座受講料について
（１） 継続 ・ 新規申込みの方は、 申込み時にご入金ください。 短期水泳講座は、 結果発表後の入金期間内にご入金ください。 期間内にご入金の確認ができな
かった場合は、 キャンセルとさせていただきます。
（２） 本クラブに登録されている本学学生 ・ 本学職員 ・ 本学職員家族及び本クラブ賛助会員は、 お申込み ・ ご入金の際にそれぞれ学生証 ・ 職員身分証明書 ・
職員家族会員証 ・ 本クラブ会員証をご提示ください。 会員料金にて受付いたします。
（３） 本学学生 ・ 本学職員 ・ 本学職員の家族であっても、 本クラブに登録していない場合は一般料金となります。
なお、 職員本人が登録していない場合は、 家族会員登録はできません。
（４） 本学を退職された職員の方は一般料金となります。 お申込みの際に職員であっても、 受講時に退職されている場合は一般料金との差額をいただきます。
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（５） 講座開講途中にお申込みいただく場合でも、 受講料の割引はございません。
（６） 価格改定等により、 教材費が変更になる場合がございます。
（７） 講座の進行を妨げる行為等があった場合は、 以後の受講をお断りいたします。 なお、 その際の受講料は返金いたしません。

６. 施設の利用制限について
（１） 駐車場は本クラブ会員専用となっております。 一般の方および本学オープンカレッジから許可を受けていない方は有料でのご利用となります。
※ 一般の講座受講生は開講時間＋１時間を１００円にてご利用いただけます。
※ 本学学生、 本学職員は学内者用駐車場 ・ 駐輪場をご利用ください。
（２） カルチャールームへの入室は、 講座開始時間の１０分前からとなります。 なお、 講座終了後は、 速やかな退室をお願いいたします。
（３） 健康 ・ スポーツ講座の一般受講生は、 受講証を提出のうえご入館ください。
※ 受講証は、 受講初日にお渡しいたします。
※ 指定された時間に入館 ・ 退館をお願いいたします。 許可なく施設を利用、 時間を超過した場合は、 以後受講をお断りさせていただく場合がございます。
※ 詳しくは、 申込み時にお渡しする 『受講のご案内』 をご確認ください。
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７. 受講生の種別変更について
会員の方が受講途中で本クラブを退会された場合は、 残りの開講回数分 ( 予備日含む ) について、 一般料金との差額をいただきます。 なお、 受講を継続さ
れない場合の受講料は返金いたしません。 また、 一般の方が受講途中で本クラブに入会された場合は、 残りの開講回数分 ( 予備日含む ) について、 会員料
金との差額を返金いたします。

８. 開講の中止 ・ 変更 ・ 休講について
（１） 講座初日７開館日前に受講生が一定の人数に満たない場合は、 講座の開講を中止する場合がございます。
（２） 講師の都合等により、 日程等を変更する場合がございます。
（３） 事前に休講が決定した場合は、 館内掲示等にてお知らせいたします。

９. キャンセル ・ 変更について

申込みについて

（1） お申込み後にキャンセルされる場合は、 お支払いいただいた受講料から次のキャンセル料を差し引いた額を返金いたします。 ただし、 教材費等は返金
できない場合がございますので、 あらかじめご了承ください。
講座開始７開館日前まで ： 無料
講座開始６～３開館日前 ： 受講料の５０％
講座開始２開館日前から ： 受講料の１００％
（２） お申込み後のクラス変更は受付いたしておりません。 キャンセルの上、 改めてお申込みください。
その際、 期間によりキャンセル料が発生する場合がございます。
（３） 途中で受講できなくなった場合の受講料、 教材費の返金はいたしません。

１０. 事故責任
（１） 受講生は自己の責任と危険負担において、 本学の講座を受講しなければなりません。
（２） 本学は受講の際に生じた盗難 ・ 損害等の人的 ・ 物的事故について、 一切責任を負わないこととします。 ただし、 本学に重大なる過失があった場合には
この限りではありません。

１１. 受講生の損害賠償責任
受講生は本学諸施設を利用中に、 自己の責に帰すべき事由により、 本学又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責を任ずるものとします。

－２５－

各種申込方法について
※ 提示のない場合は、 一般料金となります。
※ メイカイクラブに登録していない本学学生 ・ 職員 ・ 職員家族は一般料金となります。

○ 受講証、 教材等は受講初日にお渡しいたします。 事前にお渡しすることはできませんので、
あらかじめご了承ください。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、受付時間等を変更する場合がございます。 ご来館前にホームページにてご確認ください。
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各申込期限までにオープンカレッジフロントにて受講料を添えてお申込みください。
○ 学生証 ・ 職員身分証明書 ・ 職員家族会員証 ・ メイカイクラブ会員証をご提示ください。

継続受講の申込みについて
申込期間 ２０２２年２月１８日 （金） ～３月３日 （木） 業務取扱終了時間まで

次の場合は新規申込みとなり、 継続申込みの対象外となります。
○
○
○
○

短期水泳、 硬式テニス （初級）、 硬式テニス （プライベートレッスン） を受講された方。
実務ビジネス講座を受講された方。
後期講座とは異なる講座 ・ クラス ・ レベルに申込む。
後期と同じクラスが開講されない。
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２０２１年度後期講座を受講された方は、優先的に２０２２年度前期講座の同じクラスにお申込みいただけます。
※ 水泳講座にて複数のクラスを受講されている方は、 レベルが上のクラスのみ継続受講が可能です。
その他のクラスは新規としてお申込みください。

水泳講座のレベルアップ申込みについて

新規申込みについて （先着順）
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講師からレベルアップの認定を受けた方は、 優先的にお申込みいただけます。
申 込 日 ： ２０２２年３月５日 （土）、 ６日 （日）
申込方法 ： 業務取扱時間内にオープンカレッジフロントにて受講料を添えてお申込みください。
注
意 ： ご希望のクラスが定員に達している場合はお申込みいただけませんので、 あらかじめご了承ください。

申込期間 ２０２２年３月１３日（日）１０：３０～各講座申込締切日まで（定員に達し次第受付終了）

レベルの確認はお済みですか？
水泳 （全クラス） ・ 硬式テニス （初中級以上） を初めて申込む方は、 レベルの認定を受けてからお申込みください。
詳細は、 水泳講座２０ページ、 硬式テニス講座２２ページをご覧ください。

【注意事項】

※ 同じ講座への複数申込みとは、 「水泳初中級水曜と初中級金曜」 や 「硬式テニス初中級木曜と初中級日曜」 など、 講座名が同じでクラスが異なる
ものです。 「英会話と水泳」 や 「硬式テニス中級金曜と硬式テニスプライベートレッスン」 など講座名が異なる場合は、 １度にお申込みいただけます。

キャンセル待ちの登録について
○ 定員に達したクラスには、 キャンセル待ちとしてご登録いただけます。
○ 繰り上がり申込みが可能となり次第、 ご連絡いたします。
○ 繰り上がり申込みが可能となった際に、 他のクラスをキャンセルする場合は期間によりキャンセル料が発生いたします。
（キャンセル料につきましては２５ページをご確認ください。）

○ 登録された期のみの権利となります。
○ 新規申込開始日の翌開館日以降からは、 電話でも受付をいたします。 （メール ・ FAX での受付はいたしません。）
－２６－

申込みについて

● 代理申込みの場合は、 申込者本人の会員証をお持ちください。
また、 必要事項に記入もれのないようお気をつけください。
● 代理での申込みや、 同じ講座に複数クラスお申込みいただくことは可能ですが、 申込みの際に
並ばれている方がいる場合は、 １名分 （１講座分） 申込み後、 最後尾に再度お並びの上、
お申込みください。 整理券を配布している場合も同様にお願いいたします。
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○継続申込み後、 定員に空きがある講座にお申込みいただけます。
○定員に達した講座には、 キャンセル待ちの登録が可能です。
○申込み締切日は、 各講座掲載ページをご確認ください。
○締切日以降の申込みについては、 お問い合わせください。

