
ウ ク ラ イ ナ よ り 来 日
女 子 ラ グ ビ ー 選 手

法人会員
30万円 20万円

HPと広報誌に企業名or 団体名記載
記念 Tシャツ 8枚進呈

HPに企業名 or 団体名記載
記念 Tシャツ 5枚進呈

HPに企業名 or 団体名記載
記念 Tシャツ 3枚進呈

1 万円 5000 円
希望者はHPに個人名記載

Tシャツ 2枚進呈
希望者はHPに個人名記載

Tシャツ 1枚進呈

個人会員
募集期間

2022 年 9月 1日～

サポート内容
［食事サポート］
食事をはじめとする
栄養 ・生活まわり

のサポ－ト

［ラグビーサポート］
ラグビ－用品など
選手としての活動

のサポ－ト

［文化 ・言語サポート］
日本の歴史や
語学研修
のサポ－ト

［ステップUPサポート］
女性として人として
心身の健康維持と
成長のサポ－ト

1 2

1 2

ナ タ リ ヤ 選 手
応援 ・ サポートひまわり会員募集

この度静岡県女子ラグビーチーム「AZALEA SEVEN」に、 ウクライナ出身のナタリヤ・コザチュク選手が
入団いたしました。 ナタリヤ選手の生活・語学・ラグビーのサポートをしていただける法人・個人のみなさまを
募集するとともに、 サポ－トTシャツを作成いたします。 ご協力いただきました皆さまには記念Tシャツの贈呈、
アザレア・スポーツクラブのHPでの掲載をさせていただきます。

10 万円3

※本会員は一般社団法人アザレア ・スポーツクラブの賛助会員の取り扱いになるため、 消費税はかかりません。
※会費は一般社団法人アザレア ・スポーツクラブに帰属し、 ナタリヤ選手の日本での生活やラグビーをする上で必要な諸経費、 また来日時にかかった諸経費に充てられます。

一般社団法人アザレア ・スポーツクラブ
●お問い合わせ先

〒437‐0031 静岡県袋井市愛野 2300-1 ／ MAIL：contact@azalea-sc.com

アザレア ・セブン

ナタリヤ・コザチュク選手
［代表歴］ウクライナ代表（7人制）
［好きな食べ物］ボルシチ
［好きな小説家］村上春樹



ひまわり会員お申込みについて

・ 静岡銀行 袋井支店 普通口座 0898481
・ 名義：シャ）アザレア . スポーツクラブ お振込先

※お申込み後、 2週間以内に下記口座へお振込みをお願いします。
※お申込み ・お振込み完了後、 Tシャツは作成次第郵送いたします。

※振込み手数料はご負担をお願いします。

●本チラシを担当者へお渡しいただくか、 下記QRコードの申し込みフォームからお申込み下さい。

お申込み方法

《お申込み用紙》
【法人】 □30万円　□20万円　□10万円　【個人】 □1万円　□5000 円

メールアドレス
（担当者 /本人）

電話番号
（担当者 /本人）

（有効期間）
第 9 条
1．会員資格の有効期間は、9 月 1 日から翌年 8 月末日までの一年度とする。または、
　  ナタリヤ選手が住民票を移し帰国するまでとする。
2．会員は、社団の定める更新手続きを行うことにより、会員資格を一年単位で更新することが
      できるものとする。

（譲渡等の禁止）
第 10 条
会員は、本会則に基づく会員としての地位又は権利を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、
売買、使用許諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとする。

（会員資格の喪失）
第 11 条　
1．会員の会員資格は、第 9 条に定める会員資格の有効期間満了のほか、以下の事由のいずれか
      に該当する場合、資格を喪失するものとする。
　(1) 社団所定の手続きを行い、本会を退会した場合
　(2) 第 6 条に従い、社団が会員の会員資格を取り消した場合
　(3) 会員である法人・団体が清算等により消滅したことを社団に通知した場合
2．前項に従い会員資格が終了した場合、当該会員は会員としての地位及び権利を全て失うものとする。

（禁止事項）
第 12 条　会員は、本会の利用に関連して、次の行為を行わないものとする。
　(1) 社団又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
　(2) 営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
　(3) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
　(4) 社団又は第三者を誹謗中傷する行為
　(5) 社団又は第三者に不利益を与える行為、又はそのおそれがある行為
　(6) 本会の運営を妨げる行為
　(7) 前各号の他、本会則、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそのおそれがある行為
　(8) 前各号の行為を第三者に行わせる行為

（本会の運営）
第 13 条　社団は、本会の運営に関わる業務を第三者（社団が適当と認めるもの）に委託できるものとする。

（個人情報の取り扱い）
第 14 条　社団は、法令上の根拠に基づき開示する場合を除き、会員登録した際の個人情報を
本会運営に必要な範囲においてのみ利用するものとする。

（本会則の変更）
第 15 条　
1．社団は、本会則の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は
      予めこれを承諾するものとする。
2．本会則の変更に関する社団から会員に対する告知は、社団が別途定める場合を除き、社団の
      公式サイトでの公表をもって行い、公式サイト上に掲示された時点から、変更後の内容が
      その効力を生ずるものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

（施行の時期）
第 16 条　この会則は、2022 年 9 月 1 日から実施する。

（適用範囲）
第１条 本会則は、一般社団法人アザレア・スポーツクラブ（以下「社団」という。）が運営する

「ひまわり会」（以下「本会」という。）を利用するにあたって関連する事項を定めたものとし、会員は
本会則を承認の上、これを遵守するものとする。

（目的）
第２条   本会は、社団のウクライナから避難民として来日したナタリヤ・コザチュクをサポートして
いくことを目的とする。

（事業）
第３条   本会の事業は前条に定める目的に準拠して、必要に応じて適切な事業を計画し、積極的な
活動を遂行するものとする。

（構成）
第４条　本会は本会の趣旨に賛同する企業もしくは個人（以下会員という）をもって構成するものとする。
アザレア・スポ－ツ・クラブの定款に定める賛助会員の扱いとする。

（入会） 
第５条
1．本会への入会を希望する者は、社団所定の方法により、本会に入会を申し込むものとする。社団は
      当該入会申込者の申込書類及び第７条に定める年会費の支払いを確認した後、当該入会申込者を会
      員として登録し、入会手続き完了とする。
2．入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することができないものとする。
　(1) 入会申込時の記載事項に虚偽がある場合
　(2) 入会申込が、営利又はその準備を目的としていると社団が認める場合
　(3) 暴力団、暴力団構成員その他の反社会的勢力またはこれらの者と密接な関係を有する者であると
          判断される場合
　(4) 入会申込者の住所が日本国外である場合
　(5) その他、会員として不適切であると社団が認める場合
3．会員は、入会申込の時点で、本会則の内容に合意しているものとする。

（会員資格の取消）
第６条
1．会員が前条第２項で列挙される事項のいずれかに該当していることが判明した場合及び本会則に
      違反した場合、社団は当該会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
2．前項に定めるほか、会員において、特典の不正取得・不正利用、虚偽の通知、第 12 条に定める禁止
      行為又は、その他社団との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、社団は当該会員の
      会員資格を取り消すことができるものとする。

（年会費）
第７条
１．会員は、次の年会費を社団所定の方式で支払うものとする。
        法人会員：30 万円 ､20 万円、10 万円　 個人会員：1 万円、5000 円
２．会員が年度の途中から入会した場合においても、年会費に変更はないものとする。
３．社団に支払われた会費は、年度途中の退会、会員資格の取消しを含む、その理由の如何に関わらず、
　　返還しないものとする。

（会員特典）
第 8 条
1．会員は、社団が別途定める内容の特典を受け取ることができるものとする。
2．社団は、事前に会員に通知することなく、特典内容を変更することができるものとする。

ひまわり会員会則

法人名 /個人名

希望コース

住所

※会則は下記内容をご確認ください。

□希望します　□希望しません

□会則に同意します

HPへの
社名（個人名 )掲載 □あり　　　□なし

請求書のご希望
（法人）


