2021 年 3 月
一般財団法人 東京大学仏教青年会

【重要】

2021 年前期講座受講要領
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、2021 年度前期は当面の間、全ての講座を
Zoom によるオンライン講座（事前申込み制）とさせて頂きます。
受講を希望される方は以下の内容を必ず全てお読みいただき、各事項をご理解いただいた上で受
講をお申込み下さい。お申込みを当会で受け付けた時点で、受講希望の方が以下の事項にご同意頂
いたものとさせていただきます。

講座受講資格
今期の受講をお申込いただける方は、お申し込みの時点で年会費（2021 年度および過年度）
の未納がない方とします。（過年度の会費のご納入状況は、同封の別紙をご参照下さい。）
過年度会費の未納分がある方、2021 年度分の会費をご納入くださる方は、同封の振込用紙に
該当年度（「○年度会費」等）とご記入の上、お申し込みの日までにお振込をお願いいたしま
す。

講座申込について
1）講座は従来どおり対面で行う講座（通常講座）と、Zoom アプリを用いてパソコンやスマー
トフォンでご自宅などから受講するオンライン講座の 2 種類がありますが、今期は当面の
間、オンライン講座のみの開講となります。
2）オンライン講座のお申込みは、公式 HP の申込みフォームからのみとさせて頂きます。シス
テムの都合上、オンライン講座受講のご希望は E メールやお電話、FAX などでは受付いたし
かねますので、必ず公式 HP のフォームからお申し込み下さい。
3）お申し込みは先着順となりますが、オンライン講座の場合、特に定員は設けておりません。
4）今期のオンライン講座には無料のモニター講座と、参加費を要する講座の 2 種類がございま
す。詳しくは講座案内をご覧下さい。モニター講座については、講座期間中もしくは終了後にア
ンケートをご送付致しますので、ご感想やご回答をお願い致します。参加費を要する講座につい
ては、お申込後に参加費の納入をお願いいたします。
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参加費を要する講座について
1）参加費を要する講座の受講を希望される場合は、お申込後、同封の振込用紙の通信欄に希望す
る講座名をご記入の上、講座案内に記載された各講座開始日の 7 日前までに参加費をお振込み下
さい。年会費と同時にお振込いただく場合は、通信欄に「○年度年会費」
「○○講座参加費」等
とわかるようにご記入をお願いいたします。
2）新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間、事務局受付窓口での年会費・参加費
の受領を控えさせて頂きます。そのため、事前に振込用紙にての納入をお願いいたします。もしお
振込が難しい場合は、お早めに事務局までお問い合わせ下さい。
3）万一振込用紙を汚損・紛失などされた場合は事務局までご連絡ください。振込先口座番号等を
お知らせしますので、恐れ入りますがご自身でお振込み手数料をご負担の上、郵便局備付の振込
用紙にてお支払いをお願い致します。
4）各講座開始日の 7 日前までに参加費のご入金が確認できなかった場合、ご受講できない場合が
ありますので、お早めにお振込み下さい。
5）参加費のご入金後、初回受講以前に受講のキャンセルを希望される場合は、お電話にて事務局
までご連絡ください。キャンセルポリシーは以下の通りです。
講座開始日より 2 開局日前まで

全額をご返金

講座開始日より 1 開局日前まで

参加費から 1000 円を引いた額をご返金

講座開始日当日

参加費から 2000 円を引いた額をご返金

※「開局日」とは事務局の開局日を指します。2021 年 4 月は事務局は週 4 回程度、不定期に開
局する予定です。ご連絡の際は公式 HP で開局日をご確認の上、ご連絡をお願いいたします。
6）当会や講師の都合等により休講となった場合は、事務局よりご連絡の上、補講を行うか、参加
費を一部返金いたします。補講の日も含め、受講生の方のご都合により欠席・途中退室などをさ
れた場合は部分返金いたしませんので、ご了承ください。

お申込後の流れと講座当日について
1）お申し込み後、1 日以内に Zoom から自動送信メールが送られますので、内容のご確認をお願
いします。
2）講座開始日 3 日前までに、講座当日の Zoom 入室に必要な ID とパスコードを当会よりメーリ
ングリストにてお送りしますので、必ずご確認の上、上記情報を最終日まで保存しておいて頂
2

けますようお願いします。
（上記情報は講座終了までの間、毎回同じものを使用します。）
※メールアプリの設定によっては一斉メールが受信されない設定になっていたり、迷惑メール
ボックスに入ってしまう場合があります。当会からの一斉メールを受信できるよう、事前にメ
ールアプリなどの設定のご確認をお願いいたします。万一講座開始前日までに届かない場合
は、至急事務局までお問い合わせください。
3）お送りする ID やパスコードは、念のため他の方にお知らせしないようお願いします。
（毎回
受講生のお名前をスタッフが確認いたししますので、申し込まれた方以外が使用しようとし
てもお使いになれません。
）
4）講座当日、Zoom ヘの入室は 10 分ほど前から可能です。入室の際は、ID を入力する際に、表
示されるお名前が必ずお申し込み時と同じお名前（フルネーム）になるようにして入室してく
ださい。スタッフがお名前を確認後、ご入室が完了します。お申込みの際のお名前と Zoom 上
に表示されているお名前が異なる場合、入室できませんので、ご注意ください。
5）講座当日はお申込みされた受講生の方とともに、毎回、当会の担当スタッフ 1～2 名がお名前
の確認やモニタリングのために参加いたしますので、あらかじめご了承下さい。
6）当会スタッフは「一般財団法人東京大学仏教青年会」または「東大仏青 Staff」などの名前で
講義に参加します。スタッフは講義内容には参加せず、原則として講義終了まで発言いたしま
せん。
（必要に応じ、講義途中からスタッフが加わる場合もございます。
）
7）講座により、講義中に受講生が発言可能な講座（ミーティング形式）と、講義中は発言不可
能で、質問等は後日メールなどでしていただく講座（ウェビナー形式）があります。各講座の
形式は当会で決定いたします。

オンライン講座接続・受講上のご注意
1）受講に要する Wi-Fi 環境、通信料等は、受講者の自己負担となります。
2）接続に必要な機材、環境等につき、ご不明の点は事前に事務局までお問い合わせ下さい。受講のた
めの機材や環境などの貸し出しは行っておりませんので、各自でご準備下さい。
3）ご自身の Web 環境、PC のスペック等により、Zoom に接続できなかったり、接続できても音声や画
像が途切れたりする場合があります。お申込みの前に、当会公式ホームページにて案内している「テ
ストミーティング」に参加し、ご自身の環境で問題なく接続可能かどうかを必ずご確認いただくよう
お願いいたします。
4）講座当日、接続トラブルに関する事務局へのお問い合わせが大変多くなっております。事務局では
当会の原因による障害の場合を除き、インターネット接続、コンピュータの操作、映像・音声等に
関するトラブルへの技術的な個別のご指導・サポートは事前・当日ともいたしかねますので、おそ
れいりますが、トラブル発生の場合はご自身での対応をお願いいたします。
5）当会の原因による場合を除き、上記 3）4）のトラブルに関し当会は一切の責任を負いませんので、
予めご了承下さい。
5）参加費を要する講座について、当会の原因による技術的なトラブルの場合を除き、受講されなかっ
た場合や途中参加、退室、一部欠席などの場合にも参加費の返金はいたしませんのでご了承下さい。
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6）講義の進行に著しく妨げとなるような言動や行為が見られた場合は、当会または講師の判断によ
り、ご受講を中断させて頂く場合があります。
7）当会会館にてのオンライン講座受講はできませんのでご了承ください。

その他
1）講座のご見学を希望の方は、各講座 1 回のみ、ご入会前に無料にてご参加頂けます。ご希望の方
は事務局まで、見学希望日の前日 12：00 までにお申し込み下さい。Zoom ご招待のメールを事務
局よりお送りします。
2）講座途中からの受講も可能です。ご希望の場合は、お申込の前に事務局までお問い合わせくださ
い。
（残りの講座回数により、参加費を減額させていただく場合がございます。）

上記の全ての項目にご同意いただける方のみ、お申込み・御受講ください。
少しでもご不安やご心配がある場合は、お問い合わせ頂くか、受講をお控えください。

講座申込期間：

2021 年 4 月 1 日（木）～各講座開始日 7 日前まで
※公式ホームページの応募専用フォームからお申し込み下さい。
※各講座開始日は講座案内をご参照下さい。

年会費振込期限：講座申込をする日まで

※講座の受講を希望される場合

参加費振込期限：各講座初回開始日 7 日前
※ゆうちょ銀行振込先：00160－0－93598 一般財団法人 東京大学仏教青年会
（同封の手数料無料の振込用紙をご使用下さい。
）

受講に関するお問い合わせ：
一般財団法人 東京大学仏教青年会事務局
TEL：03-3813-5903 FAX：03-3813-6987
E-mail：mailto@todaibussei.or.jp
※電話・FAX、E メールではオンライン講座のお申込みはできませんので、ご注意下さい。
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※事務局は 4 月は週 4 回程度(10：30－17：00）開局する予定です。詳しい日程は公式ホームページの
「スケジュール」のページ（カレンダー）をご覧下さい。FAX、E メールは 24 時間受信可能です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、当会では引き続き、ご来館希望の方には事前に来館予
約のご連絡をお願いしております。また、会館のご利用や貸会議室（レンタルスペース）についても休
止中です。
【参考】

オンライン講座受講 Q&A
Q. オンライン講座に接続できるかどうか不安だ。
A. Zoom には事前に接続のテストができる機能があります。オンライン講座を受講される方は、受
講当日までに、必ず当会公式ホームページにてご案内している「接続テスト」を行って頂くようお
願い致します。
Q. 申し込んだ日の 1 日後までに自動返信メールが届かない。講座開始日 3 日前までに Zoom のパス
コードなどが書かれた事務局からの E メールが届かない。
A.

受講生の方それぞれのメールアプリなどの設定により、当会からのメールが受信箱ではなく、

迷惑メールボックスや他のフォルダに入ってしまっている場合があります。今一度、メールボック
スの検索などでお探しください。どうしても見つからない場合は、お早めに事務局にお問い合わせ
ください。
Q. 受講に必要な機材は何か。
A. PC、Web カメラ、マイク、Zoom アプリ、インターネット接続環境等が必要です。機材に関し、
ご不明の点はインターネットなどで各自お調べ頂くか、当会までお問い合わせください。
Q.仏青から送られてきた Zoom の ID とパスコードを正しく入力しているのに入室できない。
A.講座開始前は受講生全員が短時間で一斉に入室するため、スタッフがお名前を確認させて頂くの
に少々お時間がかかる場合がございます。が、もし 3－4 分待っても入室できない場合は、以下
の 3 つの原因が考えられます。
①ID などのご入力ミス→念のため一度 Zoom の画面を閉じていただき、もう一度試して下さい。
②PC 内部での問題→全てのアプリを一旦閉じ、PC を再起動してみてください。
③スタッフがお名前を確認できない→入室時の名前が申し込み時のお名前（フルネーム）と同じ
かどうか、今一度ご確認下さい。
なお 6 回連続でパスコードの入力を誤った場合、約 30 分間アカウントがロックされてしまい、
パスコードが誤っているとのメッセージが表示されます。
そのため、複数回パスコードエラーとなった場合にはロックされてしまった場合も考えられます
ので、30 分以上時間をおいてから、再度入室を試みてください。
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※当会事務局では個別の技術的なサポートはいたしかねます。上記トラブルに関するお問い合わせを
頂いても対応できませんので、ご了承下さい。

Q.音量を上げても音がよく聞こえない。音や映像が途切れる。
A.講師や受講生の方のインターネット環境・パソコン内蔵のスピーカーの性能により、音声が途切
れたり、聞き取りづらかったりする場合がございます。よりはっきりと音声を聞き取るために、マ
イク付きイヤホンまたはヘッドフォン（ヘッドセット）のご利用をおすすめします。また、インタ
ーネット環境は有線 LAN 接続のほうが受信状況が安定しますので、電波状況が悪く画像や音が乱れ
る方は有線での接続をご検討下さい。
Q. 講座中、自分の音や映像を消したい。
A. 通信回線に負荷をかけないため、講座受講時は原則として音声・映像をオフにしていただけま
すようお願いします。発言する時以外はご自身の音声をミュートにし、ご自分の映像が映っていた
ら、Zoom 画面上にある「ビデオの開始」ボタンをクリックして映像をオフにしていただくようお願
いします。
Q. 講座を録画・録音しても良いか。
A. 私的な利用に限り原則として差し支えありませんが、事前に事務局や講師に必ずご確認くださ
い。許可なく録画・録音することはしないで頂けるようお願いします。また録画・録音されたデー
タを他人に配布したり、不特定多数に公開することは著作権法に違反しますので、絶対になさらな
いで下さい。
Q.参加費を要する講座で接続トラブルが起き、受講できなかった。
A..Zoom アプリや当会の原因による障害の場合は、一部返金、もしくは限定的に講義映像公開などの対
応をとらせていただきます。原因が特定できない場合、または受講者の方のネット環境や個別の原因に
より受講できなかった場合については保障いたしかねますので、あしからずご了承ください。
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