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・アレルギーがある場合は、⾷べ物のイベントへのご参加はご注意ください。
・お申し込み後のキャンセル、変更、返⾦は承っておりません。 
・イベントコースは午前のみ、午後は通常通りにレギュラーレッスンを⾏っております。
・持ち物： 室内履き、⽔筒、ハンカチ、連絡帳、必要に応じてお着替えやタオルを忘れずにお持ちください。
・天候等の事由により、内容が変更になる場合がございます。 □⼊⾦確認 □⼊⼒ □スケジュール □変更 □リスト

7⽉22⽇ 7⽉23⽇

絵を描こう
□ 8⽉05⽇ □ 8⽉06⽇

スポーツ（室内）

スポーツ（室内） ムービーデイお寿司パーティー 絵を描こう

□ 8⽉02⽇ □ 8⽉03⽇ □ 8⽉04⽇

海を⼯作しよう

Kids Passport
サマースクール2021申込書

⽣徒名：          学年：   年⽣ □既存⽣ □ビジター □新規⼊会
アレルギーや病歴：

うちわを作ろう

●レギュラーで通っている午後のレッスンをお休み、またはお付けしているオプション（⾷事や送迎）をキャンセルされる場合は必ず事前にご連絡ください。
●午後レッスンはすでに定員に達しているため斜線を引いてのご案内ですが、空きが出る場合もございます。ご利⽤をご希望の場合は事前にお問い合わせください。

●期間中（午前コースのある期間）、お迎えは午後コースのみ、送りは18時便または19時便のみ（20時便なし）通常通りのルートで⾏っています。

Monday Tuesday Wednesday

お申込みコース     回
●レギュラーでいつも通っている午後のレッスンは、⻑期休暇コース開催中も通常通りにございます。

●期間中（午前コースのある期間）、ナイトコースは「ナイトコースあり」と記載のある⽇以外はお休みです。

Thursday Friday
7⽉19⽇ 7⽉20⽇ □ 7⽉21⽇

スクール記⼊欄  ：   既存⽣ ・ ビジター
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   回コース            \ 
  
  
  

ムービーデイ フードモンスターを作ろう
□ 8⽉23⽇ □ 8⽉24⽇ □ 8⽉25⽇ □ 8⽉26⽇

通常レッスン
ナイトコースあり
※振替チケット使⽤不可

8⽉27⽇

8⽉09⽇ 8⽉10⽇ 8⽉11⽇ 8⽉12⽇ 8⽉13⽇

クッキング（レシピ作り） 光る⼯作

おやすみ
午前・午後コースともにおやすみ

お寿司パーティークッキング（レシピ作り） 絵を描こう
□ 8⽉19⽇

紙ひこうきを作ろう
□ 8⽉17⽇ □ 8⽉18⽇□ 8⽉16⽇ □ 8⽉20⽇

ムービーデイ

通常レッスン
ナイトコースあり
※振替チケット使⽤不可

通常レッスン
ナイトコースあり
※振替チケット使⽤不可

ムービーデイ 夏まつり キャンプ場を⼯作しよう

おやすみ
午前・午後コースともにおやすみ

□ 7⽉26⽇ □ 7⽉27⽇ □ 7⽉28⽇ □ 7⽉29⽇ □ 7⽉30⽇

振替チケット 枚あり

※通っている曜⽇が祝祭⽇にあたった分のレッスン回数の振替です。
※送迎や午後のおやつは振替の対象にはなりません。ご了承ください。
《期限》スプリングスクール期間中（午前イベントのある期間）のみ
※繰り越し・譲渡不可
お持ちのチケット枚数が開催回数を上回ってしまう場合はご容赦ください。

お⽀払⽅法： 振込み （ビジター・既存⽣共通）

振込期限 ： ⽉ ⽇ （ ）まで

みずほ銀⾏
川崎⽀店
普通 4943228
カ）アセゾネ


