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マイワイズの来春から高校 3 年生、中学 3 年生なる選手の皆さん
進学の準備などに伴うマイワイズの活動について知らせてください。
来シーズンのマイワイズでのクリケット活動を、シーズンの前に決めて、コーチとマネージャーで把握し、
マイワイズの活動に反映させます。皆さんが来シーズンマイワイズにどのように関わるか、わかりやすくす
るために、下記のアンケートを用意しました。協力お願いします。
また、クラブ会費についても記載してあります。各自、よく考えて記入し、自分の決断を守るようお願い
します。
アンケートの返信期限は、1/15 とします。
連絡なしで、期限までに提出がない場合は、来シーズンは通常に参加することとみなし、クラブ費も請求
いたします。皆さんからのアンケートの返信が届いたら、事務局から届いた旨を連絡します。その連絡がな
い場合は、各自、石本まで電話などで確認してください。

☆来シーズンの参加について
下記のように３つのステイタスを設けました。当てはまるものに、☑をしてください。
□ Status A

マイワイズの活動には一切参加しない。
※クラブ会費、保険料、JCA 登録費はかかりません。

□ Status B

回数は減るけれど参加する。
何回ぐらい？ 月に
回ぐらい
どんな活動に参加しますか？
□オフィシャルトレーニング （年間 10 回 日曜日）
□フィジカルトレーニング （年間 10 回 日曜日）
□関東リーグ（佐野、千葉 6 日ぐらい 日曜日、祝日、春夏休み中）
□女子トレーニング（日曜日）
□上宮学園交流戦（千葉 9 月連休 3 日間）
□セルフトレーニング（土、日、祝、休暇中など）
□JCA 主催トーナメント（おそらく 8 月）
□合宿
※クラブ会費 15,000 円、保険料 1,800 円、JCA 登録費 1,000 円

□ Status C

進路が決まった時点で復帰する。
※復帰した月から、1,500 円/月のクラブ会費が発生します。
保険料 1,800 円、JCA 登録費 1,000 円もかかります。
☆クラブの情報などについて
□ 今まで通りメールリストで送信して欲しい。
□ 送らないでほしい。
□ その他（
千葉マイワイズ

マネージャー
石本 ゆみ
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MyYs who will be 3rd grade of high school and junior high school from next spring.
We, manager and coaches, would like to let us know how you will get in next season’s MyYs activities.
We’d like you to decide your own cricket activities as a MyYs player. And Coaches and Manager will
know and understand it. And MyYs activities will be programed and planed.
I made questionnaires like below to understand easily your thought each other. Please cooperate.
About MyYs club fee, I added in the questionnaires.
We hope you will consider about your next season, and fill in. Also we hope that you keep your decision.
,
The questionnaires’ deadline is January 15.
If you don’t send your answer by 1/15, we will take you want to join MyYs activities properly. You will
have to pay Club Fee and other cost.
I will email you back soon when I get your answer. If you don’t get my email back, please call me to
confirm.
☆About attending MyYs activities next season.
We have 3 kinds of status following. Please check those that apply。
□Status A

I will not attend any activities next season.
※not any fee and cost.

□Status B

I will attend fewer than proper.
How often?
→ I want to attend _____times a month.
What activities do you want to attend?
□Official trainning （10times a year Sundays）
□Physical training （10times a year Sundays）
□Kanto League(@Sano and Chiba about 6days, Sundays, holidays, vacation）
□Girls training（5times a year, Sundays）
□Uenomiya Gakuen Series（@Chiba 3days of holidays, Sundays and Saturdays in September）
□Self training（Saturdays, Sundays, holidays, vacation and so on）
□The Tournament hosted by JCA （Maybe in August）
□Camp
※Club Fee 15,000yen、Insurance1,800 円、JCA registration 1,000yen

□ Status C

I want to come back when I decide my course.
※About Club Fee, 1,500yen a month, from the month when you will attend back
Insurance1,800 円、JCA registration 1,000yen, also.

☆MyYs mailing list
□ I want information.
□ I don’t need information.(Removing from mailing list)
□ I want you to__________________
Chiba My-Ys manager
Yumi Ishimoto

