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１．RYUHOW’s Children Art House とは

RYUHOW’s Children Art Houseのこども達は、
制作というプロセスの中で「Imagination（想像）」を

「Creation（創造）へと変える力」「想いをカタチにする力」を身に付け、
自信と希望に満ち溢れ、心豊かに成長していきます。

その身に付けたチカラと豊かな心は、
将来 子ども達が大人になった時、心に想い描いた

“未来のカタチを想像し、実現することの出来る人間”の源となるのです。

RYUHOW’s Children Art Houseはこれからも新しい未来を創造する子供たちの
よりよい環境を提供し続けます。

RYUHOW’s Children Art House
代表　清水　龍鳳

２．子ども芸術活動の教育方針とその理解

当アトリエは画家清水龍鳳の教育方針に則り活動を行なっております。
清水龍鳳の子ども芸術活動教育方針、理念につきましてはホームページ「RYUHOW’s 教育日記」 

(http://ryuhows-children.com/column.html) をご一読の上、ご参加ください。
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3．アートハウスのクラスと仕組み
アートハウス本会員は、「Ryuhow’s Children ART House」スタジオと、「Ryuhow’s Little Artist 

School」オンラインの２つのアート環境に所属しています。

１）「Ryuhow’s Children Art House」スタジオ

「Ryuhow’s Children Art House」スタジオでは、子どもたち一人一人が様々な経験を通
し、想い、考え、力強く、大きく豊かに成長していくことを狙いとし、自身のイマジネー
ションから創作、完成、発表というプロセスの中で、生きる上で大切なことを学びま
す。また専門クラスでは、子ども達の個性に基づいたより深いART活動をすることで、
一人一人の未来へと繋げていきます。

 Imagination Class　イマジネーションクラス

◾    Imagination Basics ― イマジネーションベーシックス

アートハウスの中で一番基本となるベーシッククラスです。
クラスはA、B、C、D、E、F、G のうち希望のクラスが選択できます。
開催曜日、時間は変更となる場合もございます。

月２回　水曜・土曜・日曜日　(１回１名２時間・時差入室)

◾    Imagination Basics  W― イマジネーション ダブル

Ａ～Gクラスの内、2クラスを受講。同日連続受講可能。（年齢や経験に合わせ要相談）

◾    Imagination  artist 3― イマジネーション アーティスト 3

本物のアーティストのように活動していきます。A～Gクラスの内、3クラスを受講。自
由に、自分のアトリエのように活動します。ART活動の時間が多く確保できることによ
り、様々な表現手段や経験をふんだんに積み重ねることができ、統計的に充実した芸術
活動を図ります。月12時間受講。（年齢や経験に合わせ要相談）

A　   土曜日　13:30-16:00 B       土曜日　16:00-18:30

CD　水曜日　17:00-19:30 E　   日曜日　9:30-12:00

F　   日曜日　12:00-14:30 G　   日曜日　16:00-18:30
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◾    Imagination artist 4 ― イマジネーション アーティスト 4

本物のアーティストのように活動していきます。A～Gクラスの内、4クラスを受講。自
由に、自分のアトリエのように活動します。ART活動の時間が多く確保できることによ
り、様々な表現手段や経験をふんだんに積み重ねることができ、統計的に充実した芸術
活動を図ります。月16時間受講。（年齢や経験に合わせ要相談）

! 「 イマジネーションアフタースクール・イマジネーションフリー」の新規お申し込みは終了いたしまし
た。また、2023年3月を持ってこのクラスは終了とさせて頂きます。

 専門クラス 
　
※いずれのクラスも龍鳳先生からの推薦書が必要です。 (10歳から)

イマジネーションクラスで充分な自身の世界観を築いたお子様の為の進級クラスです。

〈Artist Specialty Class　アーティスト スペシャリティークラス〉
Imagination Classで育った想像と創造をより豊かに、ARTの深さを学び、ARTの基本を身
につけ、更に表現の世界への扉を広げていく芸術クラス。本格的にアーティストを目指
す小・中学生クラス。
月2回　各2時間

〈Creative Specialty Class　クリエイティブ スペシャリティークラス〉
Imagination Classで育った想像と創造をより豊かに、子ども自身が築いたオリジナルの世
界観をその先へ繋げていくクラス。作品の商品化、マネージメント等も学びます。
月2回　各2時間

〈Technique Specialty Class　テクニック スペシャリティークラス〉
Imagination Classで育った想像と創造をより豊かに、ARTの深さを学び、基礎を身につ
け、更に表現の世界への扉を広げていく技術クラスです。
月2回　各2時間

 Workshop　ワークショップ 

アートハウスでは、「現代アーティストRYUHOWの学びのワークショップ」を子ども
達の活動状況に合わせたタイミングで、開催をしております。ワークショップは子ども
達に必要な学びが豊富にプログラムされています。自由に選択することができるので、
是非ご参加ください。詳しくは開催時前にお知らせ致します。"
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 Event　イベント  

アートハウスでは様々な楽しいイベントを開催しています。是非ご参加ください。詳し
くは開催時前にお知らせ致します。

２）「Ryuhow’s Little Artist School」オンライン
「Ryuhow’s Little Artist School」オンラインでは、自分自身の財産となる表現の城「おうち 

アトリエ」の確立を狙いとし、授業形式で表現の引き出しを増やします。自分自身の表現の城
「おうちアトリエ」から生まれる無限のアイディアの育成をします。また、新しい事へ挑戦す
る勇気と頑張る力を養い、これからの時代の「強く生きる子」を育てます。

※詳しくは、「Ryuhow’s Little Artist School」Online Art School System bookをご参照 

ください。
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4．ご入会にあたって

１）ご入会方法
RYUHOW’s Children Art House（以下、アートハウス）ご入会にあたり、次のお手続きをお願い
致します。

①入会届
別紙「入会届」の枠内にご記入ください。

②自動払込利用申込書
アートハウスの月謝など月額の払込はゆうちょ銀行での自動払込となります。ゆうちょ銀行に
口座をお持ちでない方は新規口座の開設をお願い致します。詳細は後項「４）自動払込利用申込
書の記入方法と自動払込について」をご参照ください。
※月額の銀行振込、現金でのお支払はお受け付けしておりません。

③ご入会時納入金
月謝等の月額は当月末までに翌月分をお支払いただきます。
自動払込の手続きが完了するまでは現金でのお支払となるため、入会時に入会金・会員登録
料・個人道具代と合わせ2ヶ月分の月額を現金にてお支払いただきます。別紙「初回納入金内
訳」に記載された金額を初回時に、アートハウス受付にてお支払ください。

④本会員 会員規約同意書
本会員 会員規約をご一読いただき、規約同意書のご記入をお願い致します。

⑤「こどもカルテ」
アートハウスでは子ども達のより良いアート活動と豊かな成長を目的とし、「こどもカルテ」の
ご記入を必須としております。

ご入会説明後、「Googleフォームへの会員登録・公式LINE登録・おうちアトリエ」等のご連絡
をメールにて致します。こちらも合わせてお手続きの程お願い申し上げます。
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2）⽉額について�

受講料⾦表

2~4のクラスは、2023年より再開または、新しく始まるクラスです。アート活動をより充実させたい方のためのクラスで

す。お子様によってプログラムが異なりますので、詳しくはアートハウスまでお問い合わせください。

＜受講料金表内訳＞

①  アートハウスのアーティストとしての活動費です。

②  個人個人の制作費です。一人一人の使用材料が異なるため、概算払いとなっております。年末（12月）

にその年の個人材料費を精算し、翌年1月～3月頃、差額をご請求もしくはお繰越しとなります。                                                                

＊この中には基本文具にあたる「のり・セロテープ・折り紙など」¥500とおやつ代200円も含まれて

おります。
＊精算時にお繰越しまたはご請求のお知らせを致しますので、お手続きの程お願い致します。尚、

ご精算時に精算手数料（1名¥3.000/年度）を合わせてご請求となります。

③   アトリエ設備改善・材料仕入れ・作品保管・衛生維持費となります。

④  アートハウスでは、数年毎に展覧会が開催されます。このための個人積立です。展覧会開催時前に何ら

かの理由でご退会となった場合、積立金は、ご返金となります。

⑤  毎月の月額となります。

• アートハウスでは、月額のお支払い方法を「ゆうちょ銀行自動払いシステム」にてお手続き頂いてお
ります。その他の金融機関でのお手続きはできません。月額以外の活動内容につきましては、銀行振
り込みのものもございます。
• 一度納入頂いた月額はご返金できません。
• 社会状況により価格改定となる場合がございます。

① 月謝 ② 個人材料等 
概算払い金 ③ 設備運営費 ④ 展覧会積立 ①②③④ 

合計　月額

1 イマジネーションベーシック ¥10.000 ¥2.000 ¥2.000 ¥1.000 ¥15.000

2 イマジネーションダブル ¥20.000 ¥4.000 ¥2.000 ¥1.000 ¥27.000

3 イマジネーションアーティスト3 ¥30.000 ¥4.000 ¥2.000 ¥1.000 ¥37.000

4 イマジネーションアーティスト4 ¥40.000 ¥4.000 ¥2.000 ¥1.000 ¥47.000

5 専門アーティストスペシャリティー ¥10.000 ¥2.000 ¥2.000 ¥1.000 ¥15.000

6 専門クリエイティブスペシャリティー ¥10.000 ¥2.000 ¥2.000 ¥1.000 ¥15.000

7 専門テクニックスペシャリティー ¥10.000 ¥2.000 ¥2.000 ¥1.000 ¥15.000
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３）初回時のお支払いについて 

ゆうちょ銀行自動払込お手続き完了までに2ヶ月ほどかかるため、初回納入金につきまして
は、指定口座へのお振り込みとさせて頂いております。詳しくは、ご入会時のお手続き案
内をご参照ください。 

入会時納入金 
①入会金　￥27.500 
②会員登録料　¥5.000 
③個人道具代　¥8.800 
④月額　2ヶ月分 
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４）自動払込利用申込書の記入方法と自動払込について
以下①～④のご記入と⑤お届け印（１枚目と２枚目）を押印し、お近くのゆうちょ銀行へ 

お持ちください。

①通帳記載の住所

②通帳口座名義人

③通帳記号番号

④お子様のお名前
※必ずご記入ください。

①お申込み人住所は通帳記載の住所と同一でない場合、不備となりますのでご注意ください。
②口座はお子様もしくは保護者様のいずれの名義でも使用可能です。お申込み人の名前の欄に口座 

名義人をご記入ください。
③記号番号欄に通帳の記号番号をご記入ください。番号の桁数が少ない場合は右詰めでご記入 

ください。
④ご契約者の名前欄には必ず受講されるお子様のお名前をご記入ください。 

　ご兄弟で受講の場合、お子様一人一人のお子様のご記入が必要です。
⑤お届け印は1枚目、2枚目にそれぞれ押印してください。
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※ 皆様のご通帳にはE
「アトリエ自遊工房」E

という名称での記載とE
なります。



※自動払込について
・自動払込日は毎月28日です。 

（祝日、年末、年始の場合は後営業日以降）
・入会当月末までに自動払込利用申込書を郵便局にご提出いただくと翌々月より自動払込が開始 

されます。初回自動払込までにお手続きが完了していない場合は次の月に2ヵ月分の自動払込が
かかります。また毎月の自動払込時に残高不足によりお手続きが完了しない場合は、翌月に未
納分と合わせての引落としとなります。2ヶ月以上の滞納から事務手数料 (¥1,500/1名 

1ヶ月)が発生致します。
・皆様のご通帳には「アトリエ自遊工房」という名称での記載となります。

５）「こどもカルテ」について
・アートハウスでは子ども達のより良いアート活動と豊かな成長を目的とし、「こどもカルテ」の
ご記入を必須と致しております。

・お子様の持病・障害・アレルギー等につきましてはできるだけ詳しくご記入頂くことで、お子
様へのより良い対応が可能になります。ご協力の程よろしくお願い致します。

・ 「こどもカルテ」はお子様一人一人の制作活動をサポートする事やお子様の安全の為のものであ
り、他の目的で使用することは一切ございません。

・ 「こどもカルテ」はアートハウスが責任を持って保管致します。
・ 「こどもカルテ」は大切な個人情報が記載されている書類ですので、封筒に入れ2回目の活動ご
入室時に入室対応スタッフへ直接お渡しください。

・緊急対応に関する書類でもありますので、追加・変更事項がある場合は、追加記入が必要とな
ります。追加・変更事項がある場合はアートハウスまでお申し出ください。

例：5月入会の場合

入会月の5月に5月・6月分の月額を現金で 

A支払い

5月末までに自動払込利用申込書を郵便局にご提出

6月28日に初回自動払込（7月分）
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５．ご入会後、アートハウスでの活動を開始したら

１）会員のご登録について
入会のご説明後、会員登録 Googleフォーム及び公式ラインのご登録をお願いいたします。
また、表現の城「おうちアトリエ」YouTubeをご視聴いただき、「おうちアトリエ」を確立す
ることで、アートハウスの活動も充実して参りますので、是非お子様とご自宅に表現の城「お
うちアトリエ」をご準備いただきますようお願いいたします。

また、「本会員会員規約2023」「感染症対策BOOK2023」を熟読し指定のGoogleフォームへご
同意のご入力をお願いいたします。

＊詳細は、アートハウスよりメールにてご連絡致します。

２）アートハウスの日程について
クラス、ワークショップ、イベント日程はホームページの「カレンダーページ」でご確認くださ
い。（http://ryuhows-children.com/calendar.html）クラス日程は子ども達の展覧会、夏・冬休み、
現代アーティスト清水龍鳳のアーティスト活動及び展覧会等のスケジュールを考慮して組んで
おります。各クラス各月分の受講回数を満たした年間スケジュールとなっておりますのでご確
認ください。

・講師やイベントの開催等の都合により日程の変更がある場合がございます。

・アートハウスは現代アーティスト清水龍鳳のアトリエを開放し、子ども達のアート教育が行
われております。清水龍鳳の制作、展覧会のスケジュールを優先とし、これに合わせた子ど
も達のクラス日程を組んでおりますので、ご了承の上、ご参加ください。

a）お子様の服装について

アートハウス活動中は、アートハウスTシャツ、又はアートハウスつなぎ服の着用が必須です。

寒い季節の服装について：アートハウスTシャツ又は、つなぎ服を一番上に着用し、アートハウ
スTシャツ又はつなぎ服の下にヒートテックやタートルネックなど暖かく細身のものをご着用
ください。Tシャツやつなぎ服の上に羽織やパーカーの着用は、活動の妨げとなりますので不
可と致します。動きやすく温かな作業服となるようアンダーウエアーの工夫をお願いいたしま
す。

・ご入会のお子様の最初のTシャツの代金は入会時の個人道具代に含まれております。2枚目以降のTシャ

ツご希望の場合はお申し出ください。（1枚2,500円）
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・つなぎ服のご購入は任意となっております。（一着5,500円）ご注文いただいてからの発注となります

ので、お手元に届くまでに3週間ほどのお時間がかかります、

・展覧会時には全員新しいTシャツ、又はつなぎ服のご購入が必要な場合がございます。

4）持ち物 

◾ カードホルダー

アートハウスでは、子ども達の安全、活動、自立した行動を目的にカードホルダーの導
入をしております。ご持参いただけなかった場合、クラスにご参加いただくことはでき
ませんのでご注意ください。

アートハウスでは、緊急連絡先カード・画材屋さんカード（2023年2月よりシステム
実施）の入った個人のカードホルダーの持参が必須です。

◾ うわばき

アートハウスでは、うわばきを履いての活動が必須となっております。体験クラス用の
うわばきはありますが、会員の方への貸出のうわばきはございませんのでご注意くださ
い。

・うわばきを着用せずにケガや事故に繋がった場合、アートハウスでは責任を負う事が
できません。また踵の無いうわばきの使用はできません。

・アートハウスでは、うわばきの保管はできません。必ず毎回お持ち帰りください。
・アートハウスで使用するうわばきは、学校や他の施設等で使用したうわばきの利用は
できません。アートハウス専用の新しい上履きをご用意ください。

・靴の中に記名をお願いいたします。

◾ アートハウス専用バック（指定バック以外はお持ち込みできません。）

作品の持ち帰りや、お帰りにもらうおやつ、ARTファイル等を入れるバックとなりま
す。アートハウスにお越しの際は、ARTファイルと予備マスクのみを入れてきてくださ
い。水筒、外履き、コート・羽織類を入れてのお越しは、作品等が入るバック内のスペ　
ースが無くなりますので不可と致します。また前回の活動で持って帰った作品やお菓子　
が入っているままになっていることや、不要なもののご持参が無いよう活動前にご確認
ください。

◾ ARTファイル

アーティストサイン、アートトレーニング、作品計画、デザイン画等のA4 サイズのも
のを入れるファイルです。ご受講時は必ずバックに入れてお越しください。
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５）入室前の確認

以下の内容を確認の上アートトハウスへお越しください。

① アートハウスTシャツ又はつなぎ服　着用

② マスク　着用
③ 持ち物
1.カードホルダー（必要なカードを必ず入れ、首から下げてくる）
2.上履き　持参（上履きの中に記名）
3.アートハウス専用バッグ（指定バッグ以外はお持ち込み頂けません）
4.予備マスク（アートハウス専用バッグに予備マスクをビニールに入れ持参・記名）
5.ARTファイル

6.状況に応じて記入済み「健康管理報告書」
　　　　　　　　　　　　　　　　　
トイレは必ず済ませてから入室して下さい。
入室前は必ず水分補給をして下さい。
私物は一切持ち込めません。
靴・傘・コート・羽織等の私物は、子ども達のアートスペースの確保及び私物の破損防止の
ため、入室後保護者の方がお持ち帰り下さい。
長い髪のお子様は、必ず結んできて下さい。（制作に集中できなかったり、不衛生になった
りします。）
お子様の安全上、時差入退室は時間厳守と致します。著しく時間をお守り頂けなかった場
合、子ども達の安全上、会員規約に則った自動退会となりますのでご注意下さい。 
冬場であっても換気を徹底した活動を行なっています。寒い日は暖かい服装でご参加下さ
い。 
 
上履きの貸し出しはありません。 
上履きがないままのご受講も出来ませんので、上履きを忘れない様にご注意下さい。 
他施設で使用した上履きや他施設との上履きの兼用は固くお断り致します。 
アートハウスだけで使用する新しい上履きをご使用下さい。また、カードケースをご持参
いただけなかった場合、ご参加いただけません。 
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お持込いただけないもの　

・ご自身で用意した材料 及び 道具

・ペットボトル、水筒（連続受講の場合のみ可）
・お菓子
・ゲーム機、おもちゃ、カードゲーム等 

※材料及び道具の持ち込みや持ち出しはできません。 
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６）欠席・振替について　

★欠席は必ず連絡してください。
★クラス開始時刻までに欠席のご連絡があった場合、振替をお受け付けいたしま
す。振替方法を良くお読み頂きお申し込みください。振替理由に準じた受付とな
りますのでご確認頂きお申し込みください。

何かしらの理由で受講クラスを欠席しなければならない時、ホームページ「欠席のご連絡
と振替フォーム」 (以下「振替フォーム」) から欠席の連絡と振替申し込みをすることが
可能です。欠席日時よりも前の「振替フォーム」でのお申し込みのみお受け付けいたしま
す。欠席日時を過ぎたご連絡や無断欠席の場合はお受け付け出来ません。

 〈欠席の連絡及び振替方法〉
・学校行事・病欠・忌引き・念の為の欠席（少し体調が思わしく無い時）は、年間を通して
振替の受付をいたします。

・旅行やお出かけ等の個人の都合は年間一人2回までといたします。

・学校行事等の前もってわかっている欠席につきましては、お早目にご連絡ください。

・病欠/忌引等の予測できないご欠席の場合のみ、メールでのクラス開始前までの欠席のご連
絡をお受付いたします。(contact@ryuhow.com)　この場合のみ、欠席日から2週間以内であ
れば「振替フォーム」からの振替が可能です。2週間を過ぎますと振替ができなくなりま
すのでご注意ください。

・振替のお申し込みを頂いた後、空席の確保やクラスを調整をするため、10日前後ご返信に
お時間をいただいております。振替日のご希望は、お申し込み日より10日以降先ののクラ
スでお申し込みください。子ども達のクラス人数や活動の様子を視野に入れての振替日確
定となるため、振替日が決定しご連絡するまでに更にお時間をいただく場合もございま
す。ご理解いただきご返信をお待ち頂きますようお願い申し上げます。また、アートハウ
スの先のスケジュールの決定公開がまだされていない時期の振替選択に限り、先のスケ
ジュール公開後の申し込みをお受付いたしますので、その趣旨を振替フォームにご記載く
ださい。2週間を過ぎてもアートハウスからの振替確定のご返信がない場合はお手数では
ございますが、ご連絡の程お願い申し上げます。

・ご兄弟での振替には人数分の席の確保が必要となりお待ちいただくことがあります。ご了
承の上お申し込みください。
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・通常、欠席のクラス開始時刻までに欠席振替フォームによる申し込みが無かった場合、振
替はできません。急な体調不良や環境の変化による緊急時のみメールでのご欠席連絡の
受付を可能とし、この場合に限り、後日（2週間以内）の振替申し込みを振替フォームに
てお受付いたします。

・必ず「振替フォーム」から入力送信をお願いします。下記URLをご確認ください。 

http://ryuhows-children.com/furikae.html　メール、ショートメール、ライン、お電話、アート
ハウス入退室時の振替申し込みはお受け付けできません。振替の受付は「振替フォー
ム」からお申込みのみといたします。

・イマジネーションクラスから専門クラス Specialty への振替はできません。

・クラス受講開始時刻以降のご連絡については振替できません。

・振替の再振替はできません。

・振替は退会と同時に失効致します。退会後への振替はできません。

個人の都合による振替は年2回までとなります。年2回以上の個人都合の
欠席を見込まれる方は、複数クラの受講をお申込み頂き、席の確保を
お願い致します。

15

http://ryuhows-children.com/furikae.html


「振替フォーム」の入力方法

① RYUHOW’s Children Art House トップページの (http://ryuhows-children.com) 

カレンダーページよりお入りください。
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②「会員ページ」ボタンをクリックしてください。

③「振替フォーム」の入力送信をお願い致します。 

※必須項目に空欄があると送信ができません。 
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山田 太郎
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b

5/3
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７）お知らせについて
アートハウスからのお知らせは、メールにてご連絡を致します。
ご登録のメールアドレスは、PDFや画像の受信可能なものに限ります。
緊急のご連絡の場合もございますので、タイムリーなご確認をお願いいたします。
メールアドレスに変更がある場合には必ずお申し出ください。
ご入会時にご登録いただきました、公式ラインのご確認もお願いいたします。

c）アートハウスでの制作活動と安全性について
◎ お子様の制作過程において様々な表現方法を身につけるため、ノコギリ・金鎚等も使用 

します。アートハウススタッフはお子様が安全に制作できるよう常に心掛けております
が、アート制作活動のため、万が一、怪我等が生じることもないとは言えませんので、ご
了承の上、ご参加ください。安全のため、できるだけ長袖・長ズボンの制作着のご用意
をお願い致します。夏期服装については、各ご家庭でご判断ください。

◎ ホットボンド（グルーガン）、ミシン等一部の道具で保護者様の使用承諾書を頂くもの 

もあります。

◎ アートハウスでの活動中、アレルギー・持病・障害をお持ちのお子様について、できる限

りの配慮と心掛けを致しております。お子様のアレルギー・持病・障害が原因となり、万
が一のことが発生した場合、現場対応のみとなります。アートハウスでは一切の責任を負
う事ができませんので、ご了承の上、ご参加ください。

◎ アートハウススタッフはお子様が安全に制作できるよう常に心掛けておりますが、万が 

一、お子様がアートハウス内で活動を行っている間に起こる予測できない事故や自然災害
等につきましては責任を負う事ができません。ご了承の上、ご参加ください。

d）展覧会について
　

アートハウスでは、数年ごとに展覧会「RYUHOW’S Children Art House展」を実施してお
ります。展覧会は子ども達の活動の流れの一環として行うため、必ず本会員全員参加す
る事としています。

◎ 出品作品の制作について
通常会期3ヶ月～1年前に発表作品の制作をいたします。芸術活動における子ども達の発表
は保護者様のご協力があってはじめて成立致します。展覧会につきましては、開催内容に
よって保護者様のお当番やお手伝いをお願いしておりますので、子ども達の成長サポート
の一つとして、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。
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◎ 出展費について
毎月の月額でお預かりしている積立金（1,000円/1名）を個人の出展費に充当し、出展費
用から積立金を差し引いた金額を展覧会開催時にお手続き頂きます。（出展に関わる個人
個人の材料費や額装代などはこれに含みません。）

/0）保護者様へのお願い 

① クラス開始時刻について

クラス開始時刻より前までにお越しください。遅刻のないようお願い致します。またお子
様の安全上、10分前より早くお越しいただくことはご遠慮ください。

② 遅刻について 

クラス開始時間を過ぎての受講は、お子様自身がアートハウスで組み立てている「時間 

計画」に大きく影響致します。遅刻の無いようお願い致します。また、15分以上の遅刻は
ご受講できません。

③ お迎えについて
お子様の安全とより良い芸術活動のために、必ずお迎えのお時間にアートハウスにお越し
ください。

④ お迎え時の待機場所について
アートハウス敷地内でお待ちください。近隣住宅の敷地（駐車場）や玄関前で待機する
ことは難くお断りいたします。

⑥トイレトレーニング

アートハウスでは、子ども達が活動に集中できるよう「トイレは一人でできること」が
お約束となっております。「トイレは自分でできるけど、おしりがふけない」というお子
様は、必ず自分でできるように練習をし、お越しいただきますようお願い申し上げます。

⑦ 写真撮影について 

アートハウスは芸術活動の場であるため、著作権の問題が発生致します。保護者様のアー
トハウスでの写真撮影等は一切できませんのでご了承ください。 

 
アートハウスの活動制作風景や作品をご覧頂けるように、アートハウススタッフがスマー
トフォン等で撮影したものをインスタグラムやホームページ等で発信しております。アー
トハウスの活動につきましては、こちらをご確認ください。
活動状況によて配信頻度は異なります。 
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また、子どもの芸術活動の大切さを発信する目的で、活動中に撮影したお子様の作品、
制作風景の写真又は動画をホームページ、情報誌、アートハウスSNS、動画及びYouTube

配信等に掲載をする場合がございますので、予めご了承ください。

⑦ スマートフォンのご利用について 

アートハウス内での保護者様の電話・スマートフォンの利用はご遠慮ください。

⑧ 連絡先の変更について
ご住所・電話番号・メールアドレス等連絡先の変更がありましたら、お子様の安全上、必
ずご連絡ください。

⑨ 作品の保管について

お子様の完成した作品を長期間保管する事はできません。破損・紛失の恐れもあるた
め、完成後はできる限り早くお持ち帰りください。

⑩ 忘れ物について

忘れ物の保管は1ヶ月までとさせて頂きます。

⑪ アートハウスはアートを基本とした学びの場であり、子ども達を託児所としてお預か

りする場所ではありません。本会員 会員規約に則り、ご参加ください。

⑫ Ryuhow’s Children Art Houseでは小学校受験向けの指導は行っておりません。

また、アートハウス以外のこどもアート施設や教室等との平行活動は、方針の違いから、
お子様のART理念の土台に混乱が生じてしまいます。平行受講の無いようお願いいたしま

す。

⑬ お付き添いが必要なお子様の受講について

付き添いが必要なお子様はスタッフがマンツーマンでお子様の安全と制作をサポートし
ます。この時、別途マンツーマン指導スタッフ代金が別途¥11,000/月かかります。 

また、全てのクラスでのお受け入れはでき兼ねますので、クラス選択のご相談をお願い致
します。保護者様のお付き添いはできません。 

なお、入会後、お子様の安全上マンツーマン指導員が必要であると、アートハウスが 

判断した場合、保護者様にマンツーマン指導員のお申し込みをお願いする場合がありま
す。
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//）お子様の送迎のきまり

① お車で送り迎えされる保護者様へ

お車での送迎は、大通りまでとさせて頂き、アトリエ前の住宅街までお車でのお
越しは、様々な観点から禁止とさせて頂きます。著しくお守り頂けなかった場
合、子ども達の安全上、本会員規約に則った自動退会となりますのでご注意下さ
い。尚、お子様の疾患や肢体不自由等でアートハウス前まで車送迎が必要な場合
はお申し出ください。「車送迎許可カード」を発行致します。
※大型作品運搬時はこの限りではありません。

② 自転車で送り迎えされる保護者様へ
自転車で送迎される場合、自転車は必ずアトリエ敷地内にお止め下さい。
万が一敷地内に駐輪スペースが無く、道路に駐輪しなければならない場合は、通
行人や近隣住民の方々、子どもたちの安全に配慮した止め方をお願い致します。
近隣の住宅の前に駐輪する事は絶対におやめ下さい。

③ 保護者様の送り迎えがなく、お子様だけで通われる方へ

保護者様のご判断によってお子様のみでアートハウスへ通われることを希望する場
合、必ずご連絡ください。アートハウスがお子様の様子からお一人でお越しになる
のはまだ危険であると判断した場合、お子様がお一人で安全に通えるようになるま
で、保護者様の送迎をお願いいたします。又、一人で通うことが決まった場合、往
復の安全につきましては、ご家庭で保護者様がしっかりとお子様にご指導いただ
き、安全な往復ができるようお願い致します。また、往復時の万が一の事故等につ
きましては、アートハウスで責任を負う事ができませんので、ご了承の上、ご判断
ください。

・ 入会時は保護者様付き添いのもと往復していたお子様で、お子様のみでアートハウ 

スへ通う事へ変更されることをご希望の場合、必ずご連絡ください。

・ お子様が大切な書類等をご持参いただく事は、紛失の恐れがあるため、固くお 

断り致します。また、お子様がアートハウスからのお知らせや、制作に関わる物の
お持ち帰りの際に発生した問題におきましても、アートハウスではその責任を負う
事ができませんので、ご了承ください。

21



６．クラス変更・休会・退会 等

① クラス変更
在籍クラスをやむを得ず変更したい場合は、1人1回までのクラス変更が可能です。2回以上
のクラス変更はできませんので、ご注意ください。

② 休会
ご都合上、一時的にアートハウスへ通う事ができなくなってしまった場合は、半年間に限
り、休会が可能です。休会をされる前月の20日までにご連絡ください。その際、休会手続き
が必要となりますので「休会届」のご記入をお願い致します。休会届ご提出後半年が経過し、
ご連絡が無かった場合、自動退会となります。休会中は、私物や作品を一旦お持ち帰り頂い
ております。アートハウスでお預かりすることはできません。

※ 休会は活動内容の都合上、一度きりとさせて頂きます。
※原則、休会される方の席のお取り置きはできません。本会員としての在籍となります。
※活動再開時に改めてクラスの空席状況を確認の上、クラスの再申込みをしてください。
※休会中の月謝は不要です。その他の個人材料概算払い金、展覧会積立金、設備運営費は通
　常通りとなりますので、予めご確認の上ご検討ください。

③ 退会
ご都合上、アートハウスへ通う事ができなくなってしまった場合は、退会手続きが必要とな
ります。 退会の際は下記の内容にご同意頂き、「退会届」のご記入をお願い致します。

• アートハウスのART活動は、お子様の作品プランが個人個人異なります。ご退会をご検
討をされた場合、現在お子様が手がけている作品がどのくらいの期間で完成できるかを
アートハウスにご相談の上ご退会月の決定をお願いいたします。また、お子様のご判断
で、「もう終わるよ！」は最終作品の完成度が中途半端になる傾向がございます。最終
作品もしっかり完成させて退会後もARTとしっかり向き合えるようご協力ください。
又、お子様のご退会時には、「途中作品の完成・個人の道具の整理・ごあいさつ」がご
ざいます。これも視野に入れてご検討いただきますようお願いいたします。

• 月額の自動払い込み停止手続きは、前月20日までのご連絡となります。前月20日を過ぎ
ますと次月の月額が発生いたしますのでご注意ください。

• ゆうちょ銀行の自動払込は退会届のご提出をもって停止となります。退会届のご提出が
ないままですと、自動払込が継続されてしまいますのでご注意ください。

• 振替がある場合は、退会日より前にお振替頂けますようお願い致します。

• 展覧会積立金・個人材料費につきましては、お子様によって共同作品等があるため、ご
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精算を全会員同時期に行っております。（翌年1~3月頃）精算完了後に、ご返金または
ご請求となります。

• 退会時に作品の取り扱い指導が完了していない未完成作品で、お子様の安全上、お渡し
をすることができないものもあります。

• アートハウスで制作されたお子様の作品（ワークショップ、イベント時に制作したもの
を含む）をアートハウスの企画以外での個人的発表や、一般公募へ出品することはでき
ません。

• アートハウスでの企画内容や作品プログラムと同内容のものを了承なく開催、流用する
ことはできません。

※ 退会後、個人の私物や作品の管理はできかねますのでご了承下さい。退会時に私物のお
引き取りがない場合、着払い郵送とさせて頂きます。なお、その際梱包手数料・保管費用 

(別途8,000円)のご請求が発生致しますのでご注意ください。

④ 自動退会について
次のような場合、アートハウスの判断で自動退会とさせて頂くことがあります。ご注意
ください。

e/f  アートハウスでは子ども達の活動と豊かな成長を大切にしているため、会員及び保
護者様に下記の内容があった場合自動退会とさせていただいております。

・アトリエの方針、理念、規約に反した場合
・子ども教育の場として不適切な行為があった場合

　　・子ども達の活動や環境の妨げになる行為があった場合
・保護者様へのご連絡が著しくつかない場合
・無断欠席が3回以上続いた場合
・「お子様の送迎のきまり」を守って頂けない場合
・休会から半年が経過した場合

             
eIf初回納入金の支払い期日を1ヶ月過ぎてもなされなかった場合。ゆうちょ銀行の自
動払い込み手続きが3ヶ月以上なされなかった場合。もしくは、著しく月額の支払
いが滞った場合。その他お子様の材料費等の支払い期日を2ヶ月過ぎてもお手続き
がなかった場合。自動退会となります。
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７．ワークショップについて

＊ご参加前に以下の諸注意をご確認いただき、ご受講ください。

①受講料のお支払は、初回受講日前日までにご予約した全ワークショップ講座分を指定口座へ
お振り込みください。

②ご受講のワークショップご入室時間に必ずお越しください。ワークショップ開始時刻に遅れ
ますと内容がわからなくなってしまいます。充実した学びを得られるよう、遅刻にはご注意
ください。またお子様の安全上、ご入室時間より早くお越しいただくことはご遠慮くださ
い。

③アートハウスTシャツ、又はアートハウスつなぎ服を着用し、汚れても良い服装でお越しく
ださい。

④ 2講座または3講座でプログラムされたワークショップは、プログラムに合わせた講座数をご
受講ください。1講座ずつの受講はできません。

⑤ワークショップは子どもたち同士が共に学ぶ場です。保護者様のお付き添いは出来ません。

⑥ペットボトル・水筒の持ち込みはご遠慮ください。

⑦ ワークショップについては、講座開始時刻から「子ども達が共に学ぶ時間」がはじまってい
ます。遅刻した場合、お子様自身が内容についていけない状況が発生いたしますので、遅刻
でのご受講はできません。くれぐれもご注意ください。
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８．著作権について

! アートハウスで制作されたお子様の作品（ワークショップ、イベント時に制作したものも含
む）をアートハウスの企画以外で個人的発表をすることや、一般公募へ出品をすること、販
売することはできません。

! 現代アーティスト清水龍鳳、及びアートハウスに在籍する生徒の制作物を模倣し、公開する
こともできません。

! アートハウスの企画内容や教育理念を許可なく引用することもできません。

•アートハウス企画の展覧会に関わる「出展作品・映像・企画・所属作家」は、RYUHOW’S 
Children ART Houseに属するものとし、出展作品の個人的な発表や流用、販売、二次利用
等はできません。また、一人一人の所属作家の著作権の権利尊重に対する意識向上に努め、
アートハウスに関わる全ての人が子ども達一人一人の健やかな成長を願い、アートハウスで
は、上記内容を皆で守ることを基本と致します。 
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９. 保護者様へご協力のお願い

アートハウスは子どもたちの「想像力と生きる力」を豊かに育む「より良い環境づくり」を目
指しております(本規約1ページ参照) 。ご家族皆様にも以下の内容をご理解頂き、子どもたちの
成長の為に、豊かな環境を整えられるようご協力ください。

◎ 活動時、子どもたちはアートハウスの環境の中で作りたいものを想像し自分で考え制作して
います。「◯◯を作りなさい」「◯◯を作るのをやめなさい」等、保護者様のご希望をお子
様に強要致しますと、お子様の想像力を豊かに育む事が出来ません。 どうぞご協力の程お
願い致します。

◎ アートハウスでは、様々な表現方法で制作をし成長するお子様や、1つの表現方法を繰り返
し行う事で成長するお子様と様々です。持ち帰った作品が、毎回同じように見えるもので 

あったとし ても、その積み重ねにより皆一歩一歩成長しています。 

次のようなお声掛けは、アートハウスでのお子様の活動及び成長の妨げになりますのでご注
意ください。

・「同じものばかり作らないで」
・「もうそれを作るのはやめなさい」
・「別のものを制作しなさい」

アートハウスでは、アトリエ環境の中で自分で考え選択し、選定する力を養いお子様の
ART活動の土台と生きる力を築いております。お子様に制作物の要望や、制限をされます
と想像力と創造力を育む事ができません。また皆が自由な環境の中で、お子様だけが自
由が得られない状況が発生いたします。アートハウスへお越しの際は、是非、お子様への
過剰なご要望なく、温かく送り出して頂きますようお願い申し上げます。

◎　アートハウスは、子ども達のための芸術活動の場です。お子様の芸術活動の場という意識
を高くお持ち頂きご参加ください。サービス提供等はございませんので、アートハウスの理
念をご確認いただきお越しください。

スタッフ一同、愛情をもってお子様の活動をサポートしておりますので、どうぞご協力の程よ
ろしくお願い致します。 
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１０．その他

感染症等が発生し、子ども達の安全と健康を守るための対策が必要であるとアートハウス
が判断した場合、本規約を基に、別冊「感染症対策Book2023」に則る運営・活動をしてい

きます。「感染症対策Book2023」を必ず熟読の上ご参加ください。

 本規約は必要に応じて更新致します。同意におきましては、初回同意書が自動更新となり

ますが、年ごとの改定にはGoogleフォームへの同意入力が必須となっております。

改定内容にご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 

また、本規約はいつでもご確認いただけるよう保管をお願い致します。
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本規約はRYUHOW’s Children Art Houseの基本理念を元に、お子様の健やかな成長を願い作られ
ています。1994年の開校時と変わらず、これからも保護者様と共に子ども達の豊かな環境を温
めて参りたいと存じますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

RYUHOW’s Children Art House
代表　清水　龍鳳

〒140-0014　東京都品川区大井6-10-15

TEL: 03-6809-9452

E-mail: ghijkgjlmnophqrghs

2023年1月1日記
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