☆冬休み期間にレギュラー利用のみされる方、全てご欠席する方も全員お申込用紙をご提出ください

●お申込受付期間●
会員様：11 月 24 日（水）～12 月 10 日（金）
非会員様 12 月 1 日（水）～12 月 10 日（金）
期
間
お
預
か
り
時
間

定
員

12/2４（金）～1/6（木）の平日
上記期間内で自由にご利用日をご指定頂けます。
土・日・祝日・年末年始期間（12/30～1/3）はご利用頂けません。

基本お預かり時間

８：30～20：00

上記期間の中で自由にご利用日をご指定頂けます。
8：00～8：30 の前延長、20：00～21：00 の後延長が可能です。
土・日・祝日・年末年始期間（12/30～1/3）はご利用頂けま
延長料金は
715 円／30 分となります。
せん。
午前中の定員は、全日程 30 名となっております。
増員は行いませんのでお早めにお申し込みください。

レッスン会員様
非会員様

スポット
会員様

レギュラー
会員様

6,875 円

5,775 円

5,225 円

午前のみ利用（8：30～14：30）

-

3,850 円

3,300 円

午後のみ利用（14：00～20：00）

-

3,850 円

3,300 円

冬休みプラン 料金（税込）
１日利用（8：30～20：00）

前・後延長料金（30 分あたり）
昼食（オプション）
夕食（オプション）
自宅送迎（２㎞以内）
学校お迎え（学童迎えのみ）

715 円／30 分
770 円／１食
880 円／１食
660 円／１回
550 円/1 回

※お子様の密集時間を減らすため、公設の学童をご利用の方は、午前中は出来る限り学童のご利用をお願い致します。

【 冬休みプラン

申込手続方法 】

「冬休みプランご利用申込書」（別紙）に必要事項をご記入いただき、教室へご提出いただくか、
メール添付・FAX送信にてお申込みください。
○申込受付期間
※事前受付はできかねますのでご注意ください。
会員様：11月24日（水）～12月10日（金）
お支払内容

非会員様：12月1日（水）～12月10日（金）

ご請求時期

お支払方法

1日利用分（12・1月）
1月 ご請求
お振込み、またはご登録頂いている
口座・クレジットカードからの
12月オプション分
2月 ご請求
お引き落としとなります。
1月オプション分
3月 ご請求
※オプション分＝「1日利用分」以外のすべて（午前／午後のみ利用・延長・食事・送迎など）
※上記ご請求時期は、変更になる可能性がございます。

●裏面「注意事項」と別紙「冬休みプラン利用申込書」の注意事項を必ずご確認下さい。

《注意事項》
★お申込みについて
※レギュラー利用のみ（午後のみ）ご利用の方や全てお休みされる方も、お手数ですがご記入・ご提出をお願い致します。
※申込書ご提出後、当館から２営業日以内にご提出確認の連絡がない場合は、お手数ですがご一報下さい。
※メールの文面のみや口頭でのみのお申し込みは、受け付けることが出来ません。お申込書のご提出をお願い致します。
・小学校がお休みの期間は、以下の３通りの入室方法となります。
①

自力入室

②藤崎駅お迎え（８時 30 分のみ※無料） ③小学校の学童お迎え（14 時以降）

【藤崎駅お迎えご希望の方へ】
藤崎駅お迎えの職員は当日事情により 8 時 30 分ちょうどに到着できない場合もございます。
当館より特に連絡がない場合は、必ずお迎えに伺いますので改札前にてお待ちいただきますよう
お願い致します。また、当日やむを得ない事情によりお迎えに伺うことが出来なくなった場合は、
当日の朝ご連絡を致します。
・お申込みは先着順です。定員に達した場合は、ご利用をお断りする場合がございますのでご了承ください。
・レギュラー利用日のお振替は、午後のみ振替として利用可能です。
午前中利用に振替を割り当てることはできかねますのでご了承ください。
・長期休み期間は振替定員の制限は設けておりません。
また、お振替予定日も、通常のご予約は１か月先の分までのご連絡のみを受け付けておりますが、
12/24（金）～1/6（木）の期間範囲内であれば特にご予約可能期間に制限はございません。
※お振替チケットの使用期限は、変わらず前後一か月以内です。
・非会員様は会員様とお申込期間が異なります。その為、お申込み頂いた時点で満席となっている可能性もございます。

★お申込み後のキャンセルについて
・お申込締切日（12 月 10 日）後のキャンセル・利用回数の変更及びご返金は出来かねます。
予めご了承ください。また、自己都合でのキャンセルとなった場合、下記に記載されている料金を
キャンセル料として全額申し受けます。
なお、コロナウイルスの影響によるキャンセルにつきましては、対応が異なる場合がございます。
対応については、都度ご相談ください。

項目

キャンセル料金発生日

キャンセル料金（税込）

冬休み 1 日利用

12 月 10 日以降

レギュラー会員様 ：5,225 円
スポット会員様
：5,775 円
レッスン・非会員様：6,875 円

各種イベント料金

実施日より一週間前
（例：12/24 実施イベントは
12/17 以降キャンセル料が発生）

本紙裏面「カリキュラム一覧」
各種参加費用参照

昼食・夕食

当日

昼食：770 円
夕食：880 円

★オプションについて
・8 時～8 時 30 分の入室・20 時～21 時の退室については延長料金（30 分/715 円）がかかります。
※延長のご予約を頂いていない場合も、ご入室・ご退室時刻によって延長料金が発生致しますのでご了承ください。
・午後のみ利用の方の 14 時より 10 分以上前のご入室、午前中のみ利用の方の 14 時 30 分より
10 分以上経過後のご退室はできかねます。別途料金が発生致しますのでご注意ください。

英進館アフタースクール

Tel.092-852-9009 / Fax.092-852-9006

冬の
●注意事項●
・カリキュラムは変更になる場合がございます。変更の際は改めてご案内いたします。
・すべて税込み価格での表記です。
・イベントはすべて先着順です。満席になり次第受付終了となります。
・１６：００～のカリキュラムについては、後日別紙にてご案内致します。
・冬期講習の日程については別紙をご確認下さい。
EAS午前中カリキュラム

EASお昼(13時～）のカリキュラム

内容

内容

日付

曜日

12/24

金

12/25

土

休館日

12/26

日

休館日

12/27

月

室内

12/28

火

室内

12/29

水

室内

室内

スノードームを作りましょう
クリスマスゲーム大会をしましょう

参加費：最大770円 定員：30名

ねんどハンコを作りましょう
参加費：最大440円 定員：30名
きれいな牛乳パックライトを作りましょう

参加費：最大220円 定員：30名
トラの起き上がりこぼしを作りましょう
参加費：最大110円 定員：30名

作ったハンコを使って
年賀状を作りましょう
ライトを完成させましょう
《理科実験》
お水に浮かぶ？沈む？
みかんの実験！

12/30～1/3は年末年始のためお休みとなっております。
EASで初詣をしましょう※室内イベントです。

1/4

火

室内

1/5

水

室内

1/6

木

室内

参加費：無料

定員：30名

かきぞめをしましょう※筆はお持ち帰り頂けます。

参加費：最大330円 定員：30名
手つくりのハンガーを作りましょう
参加費：最大330円 定員：30名

年始めゲーム大会！
～昔遊び編～
かきぞめの作品を使って
掛け軸を作りましょう
《算数ゲーム》
鏡餅を何回で移動できるかな？

※画像はイメージとなります。当日をお楽しみに♪
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《当館の感染症対策についてと皆様へのお願い》
●現在当館では、以下の感染症対策に取り組んでおります。
・定期的な換気
・手洗い、うがい、手指のアルコール消毒の徹底
・テーブルやドアノブ、おもちゃなどの定期的な消毒
・ご利用になるお子様全員の当日の体温確認、マスク着用の確認
・全スタッフ、全ドライバーのマスク着用、出勤前の検温実施
・お子様同士が直接触れ合わないようなカリキュラムの実施

●ご利用にあたっての注意事項

など

※必ずご確認をお願い致します。

・当館ご利用日には、ご自宅で必ず検温、健康チェック表へご記入ください。
37.5°C 以上体温がある場合、ご利用をお控えください。
・ご利用時には、マスクの着用、ハンカチ・水筒・替えのマスク・健康チェック表の持参を
お願い致します。
保護者様のご来館の際も、入室時のアルコール消毒、マスク着用のご協力をお願い致します。
・当館ご入室後、お子様に発熱や咳などの症状が見られた場合、
保護者様にご連絡致しますので、できる限りお早めのお迎えをお願い致します。
・万が一、当館ご利用の皆様や職員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合、
皆様にご連絡をし休館となる可能性もございます。
・感染症対策のため、2021 年度冬休みプランでは、満席となった場合も定員の増員は
行いませんのでご了承ください。
・お子様の密集時間を減らすため、公設の学童をご利用の方は、
午前中は出来る限り学童のご利用をお願い致します。

●以下の場合ご利用をお控えください
・お子様がご在籍の学校、公設の学童が休校になっている場合
・同居するご家族、ご兄弟が濃厚接触者または PCR 検査の対象者となり、
陰性結果が判明していない場合
・ご家族で体調不良の方がおられ、コロナ感染であるか否かの判断ができない場合

多くのお子様がご利用になる予定です。手洗い・うがいの徹底や、
定期的な換気など、できる限りの対策を行ってまいりますが、
集団でのお預かりにより、感染のリスクが高まる可能性がある点、
何卒ご了承のほど宜しくお願い致します。
また、様々な制約がございますが、皆様に楽しい冬休みを過ごして頂けますよう
安全第一に努めて参りますので、何卒宜しくお願い致します。

