
日独小児靴学研究会　会員要綱 

【目的】
本会は、ドイツの靴文化と靴医学に習い、足についての正しい知識と、靴の選択及び、シューフィッテングのための、専門
知識を提供する。子供の健全な足の育成を促すために、子供の足に関わるすべての人々の知識と技術の標準化、専門職連
携を図り、日本の靴文化向上に貢献することを目的とする。

【事業】
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
１）小児靴学研修の開催。
２）足と靴、健康、運動、成長発達に関わる各種セミナーの開催。
３）学術大会の参加および学術発表。
４）小児靴カウンセラーの育成。
５）保健、医療、体育、福祉等に関わる他業種連携と啓発活動。

【会員】
本会の会員は、次の3種類とする。
１）準  会  員：目的に賛同して入会し、会の規定する研修を受講中の個人。
２）正  会  員：規定の研修を終了し、正会員として認定された個人。
３）賛助会員：目的に賛同して入会し、会の実施する研修を受講した団体。

【特典】
１）プライマリー研修全日程に参加し、基礎 4最終日の研究発表に合格した準会員には、修了証を授与します。
２）本 1項を終了した準会員は、会員登録を継続し、年会費を納入後、日独小児靴学研究会・正会員認定となり、アド
　　バンスコースおよび、当会の各研修を受講することが出来ます。
３）プライマリー研修全日程が申し込み完了している会員は何度でもプライマリー研修を無料で復習受講できます（空
　　き席により参加可能人数は変動します）。
４）正会員は規定のアドバンスコースを修了、判定により小児靴カウンセラーとして認定します。
５）  正会員は合同研修会に無料で参加できます。準会員は25,000円で参加することができます（両会員とも飲食費別途）。
６）プライマリーコースの最新テキストを大きく改訂するごとに送付します。

【入会金・年会費およびプライマリー受講料】　　　
　　準  会  員： 入会金 20,000円 ＋ 年会費 10,000円
　　正  会  員： 年会費 20,000円
　　賛助会員： 年会費 30,000円
　　プライマリー受講料： 388,800円   　（全て税込）

【プライマリーお申込方法】
１）日独小児靴学研究会ホームページのお申込みフォームに必要な事柄を記入の上、送信。または申込書を直接送付。

　　ホームページ：  http://jagss.jp/
２）数日以内に事務局よりメールが参りますので必要事項をご返信ください。
３）入会金20,000円＋年会費10,000円 ＋ セミナー受講料388,800円 ＝ 418,000円を、一週間以内に本会の指定口座にお
　　振込ください。
４）申込書、入会金・会費・セミナー受講料のお振込が確認できましたら、入会の手続きをいたします。手続き完了後、順次
　　こちらから会員証を送付いたします。
５）準会員として、プライマリー全日程コースにご参加いただきます。

【アドバンスお申込方法】
１）25,000円／一日 （例外がある場合がありますのでスケジュール等を確認ください）を下記の銀行口座に入金の上、日
　　独小児靴学研究会ホームページのお申込みフォームから申し込むか、事務局までご連絡ください。
　　ご注意：締め切りは各開催二週間前。 先に入金がありませんと受付することができません。
２）数日以内に事務局よりメールが参りましたら受付完了です。
３）小児靴カウンセラー取得希望者は、各研修（対外活動講習を除く）終了後二週間以内にレポートを提出ください。
　　事務局からレポート提出の旨は特にアナウンスしませんのでご承知おきください。

【各コース振込先】
　　三井住友銀行　京都支店　（普）9341641
　　名義　ニチドクシヨウニクツガクケンキユウカイ　ダイヒヨウ　ソネ　エミコ

【事務局】
　　〒606-0803  京都府京都市左京区下鴨下川原町 62-4  リバーコート下鴨 1F
　　日独小児靴学研究会（JAGSS）
　　Tel : 075-744-1988　Mail : info@jagss.jp

【研修受講に関する注意事項】
１）　≪資料の複製及び二次的使用の禁止≫
　　配布した資料（テキスト及びそれに関連する資料）は、当会または講師に著作権があります。複製、二次的配布等
　　は禁止します。
２）　≪研修中における撮影・録音・録画等の禁止≫
　　研修の著作権は当会または講師にあります。講師の人権や著作権を守るため許可のない撮影・録音・録画等は禁止
　　します。実習・実技に関しましても、講師の著作権、またモデル・参加者の肖像権を守るため許可のない撮影・録音・
　　録画等は禁止します。
３）　≪当会の写真・動画撮影について≫
　　当会では記録、講義、ウェブやパンフレット、広告等で使用するため研修風景等を写真・動画撮影する場合があり
　　ますのでご協力をお願いいたします。万が一容姿が写りたくない場合には、お申し込み時にお知らせください。

【託児】
１）プライマリー研修の同建物内または可能な限り近隣に、当会が託児用の部屋を用意しますので、以下の通り託児を
　　することができます。
２）シッターと子ども（及び保護者様）のマッチングと安心感、また料金の感覚を優先させるため、シッターの選定は
　　保護者様にしていただいております。当会が提携する託児会社（保険有り）または個人でシッターを手配ください。
　　できるだけ託児を利用する保護者様同士で一緒に手配すると料金も低くすることができます（別途案内します）。
　　またシッターではなく、ご親族など子どもを見ることのできる方でも可能です。
３）託児を利用、または予定のある方は必ずプライマリー申し込み時に事務局をお知らせください。もしその年度で利
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　　用予定者がいない場合、託児の部屋を用意しないため、必ず申し込み時に受講者ご本人の申請が必要です。
４）託児場所の使用料は当会が負担します。シッター料金につきましては、当会が提携する託児会社を利用する場合は
　　実費を当会に、他で手配される場合は各自でお支払いください。
５）託児中に起きた事故、物損は当会では責任を負いかねます。会場施設、備品等を壊してしまった場合は、直接会場
　　に料金をお支払いください。当会が提携する託児会社を利用される場合は、その保険が適用されます。

【入会およびプライマリー研修特記事項】
１）定員に達した段階で当年は締め切ります。最小開講人数を満たさない場合は、次年度の受講となる場合もあります
　　のでご了承ください。
２）入会金、年会費、受講料は、お申込時に前納となります。分割をご希望の方は３回のみ承りますので申請ください。
３）新規受講者は年度内の全日程（合同研修会を含む）を受講すること。ランチタイムセミナーもプログラム内のため、
　　基本的に受講が必要です。また修了認定が必要な方は、開催日当日必ず出席確認を受け、レポートを提出すること。
４）プライマリー欠席分は、次年度以降の同じ単元に無料で振替可能です。但し、次年度以降は開催地、各単元の開催
　　日が変更になる可能性が高いため（基礎 1 の 1 日目を欠席すると、次年度は前年度 1 日目の単元が複数日に分散
　　する可能性がある）、あらかじめご承知おきください。また、振替受講は基本的に一日単位（履修必要単元が一つ
　　であっても）のお申し込みとなりますが、どうしても難しい場合は事務局までご相談ください。また、合同研修会
　　では個別の欠席分の履修には対応できません。
５）既納の入会金、年会費、受講料、その他の拠出金は、当会に因する場合を除き、理由のいかんにかかわらず返還す
　　ることはできませんので、予めご了承ください。
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　　き席により参加可能人数は変動します）。
４）正会員は規定のアドバンスコースを修了、判定により小児靴カウンセラーとして認定します。
５）  正会員は合同研修会に無料で参加できます。準会員は25,000円で参加することができます（両会員とも飲食費別途）。
６）プライマリーコースの最新テキストを大きく改訂するごとに送付します。

【入会金・年会費およびプライマリー受講料】　　　
　　準  会  員： 入会金 20,000円 ＋ 年会費 10,000円
　　正  会  員： 年会費 20,000円
　　賛助会員： 年会費 30,000円
　　プライマリー受講料： 388,800円   　（全て税込）

【プライマリーお申込方法】
１）日独小児靴学研究会ホームページのお申込みフォームに必要な事柄を記入の上、送信。または申込書を直接送付。

　　ホームページ：  http://jagss.jp/
２）数日以内に事務局よりメールが参りますので必要事項をご返信ください。
３）入会金20,000円＋年会費10,000円 ＋ セミナー受講料388,800円 ＝ 418,000円を、一週間以内に本会の指定口座にお
　　振込ください。
４）申込書、入会金・会費・セミナー受講料のお振込が確認できましたら、入会の手続きをいたします。手続き完了後、順次
　　こちらから会員証を送付いたします。
５）準会員として、プライマリー全日程コースにご参加いただきます。

【アドバンスお申込方法】
１）25,000円／一日 （例外がある場合がありますのでスケジュール等を確認ください）を下記の銀行口座に入金の上、日
　　独小児靴学研究会ホームページのお申込みフォームから申し込むか、事務局までご連絡ください。
　　ご注意：締め切りは各開催二週間前。 先に入金がありませんと受付することができません。
２）数日以内に事務局よりメールが参りましたら受付完了です。
３）小児靴カウンセラー取得希望者は、各研修（対外活動講習を除く）終了後二週間以内にレポートを提出ください。
　　事務局からレポート提出の旨は特にアナウンスしませんのでご承知おきください。

【各コース振込先】
　　三井住友銀行　京都支店　（普）9341641
　　名義　ニチドクシヨウニクツガクケンキユウカイ　ダイヒヨウ　ソネ　エミコ

【事務局】
　　〒606-0803  京都府京都市左京区下鴨下川原町 62-4  リバーコート下鴨 1F
　　日独小児靴学研究会（JAGSS）
　　Tel : 075-744-1988　Mail : info@jagss.jp

【研修受講に関する注意事項】
１）　≪資料の複製及び二次的使用の禁止≫
　　配布した資料（テキスト及びそれに関連する資料）は、当会または講師に著作権があります。複製、二次的配布等
　　は禁止します。
２）　≪研修中における撮影・録音・録画等の禁止≫
　　研修の著作権は当会または講師にあります。講師の人権や著作権を守るため許可のない撮影・録音・録画等は禁止
　　します。実習・実技に関しましても、講師の著作権、またモデル・参加者の肖像権を守るため許可のない撮影・録音・
　　録画等は禁止します。
３）　≪当会の写真・動画撮影について≫
　　当会では記録、講義、ウェブやパンフレット、広告等で使用するため研修風景等を写真・動画撮影する場合があり
　　ますのでご協力をお願いいたします。万が一容姿が写りたくない場合には、お申し込み時にお知らせください。

【託児】
１）プライマリー研修の同建物内または可能な限り近隣に、当会が託児用の部屋を用意しますので、以下の通り託児を
　　することができます。
２）シッターと子ども（及び保護者様）のマッチングと安心感、また料金の感覚を優先させるため、シッターの選定は
　　保護者様にしていただいております。当会が提携する託児会社（保険有り）または個人でシッターを手配ください。
　　できるだけ託児を利用する保護者様同士で一緒に手配すると料金も低くすることができます（別途案内します）。
　　またシッターではなく、ご親族など子どもを見ることのできる方でも可能です。
３）託児を利用、または予定のある方は必ずプライマリー申し込み時に事務局をお知らせください。もしその年度で利

　　用予定者がいない場合、託児の部屋を用意しないため、必ず申し込み時に受講者ご本人の申請が必要です。
４）託児場所の使用料は当会が負担します。シッター料金につきましては、当会が提携する託児会社を利用する場合は
　　実費を当会に、他で手配される場合は各自でお支払いください。
５）託児中に起きた事故、物損は当会では責任を負いかねます。会場施設、備品等を壊してしまった場合は、直接会場
　　に料金をお支払いください。当会が提携する託児会社を利用される場合は、その保険が適用されます。

【入会およびプライマリー研修特記事項】
１）定員に達した段階で当年は締め切ります。最小開講人数を満たさない場合は、次年度の受講となる場合もあります
　　のでご了承ください。
２）入会金、年会費、受講料は、お申込時に前納となります。分割をご希望の方は３回のみ承りますので申請ください。
３）新規受講者は年度内の全日程（合同研修会を含む）を受講すること。ランチタイムセミナーもプログラム内のため、
　　基本的に受講が必要です。また修了認定が必要な方は、開催日当日必ず出席確認を受け、レポートを提出すること。
４）プライマリー欠席分は、次年度以降の同じ単元に無料で振替可能です。但し、次年度以降は開催地、各単元の開催
　　日が変更になる可能性が高いため（基礎 1 の 1 日目を欠席すると、次年度は前年度 1 日目の単元が複数日に分散
　　する可能性がある）、あらかじめご承知おきください。また、振替受講は基本的に一日単位（履修必要単元が一つ
　　であっても）のお申し込みとなりますが、どうしても難しい場合は事務局までご相談ください。また、合同研修会
　　では個別の欠席分の履修には対応できません。
５）既納の入会金、年会費、受講料、その他の拠出金は、当会に因する場合を除き、理由のいかんにかかわらず返還す
　　ることはできませんので、予めご了承ください。


