Tamagawa International Preschool

2018 ウインタースクール ご案内 及び 規約 （全 3 ⾴）

⽇時

Session 1 : 2018 年 12 ⽉ 10 ⽇から 12 ⽉ 14 ⽇
Session 2: 2018 年 12 ⽉ 17 ⽇から 12 ⽉ 21 ⽇
毎週⽉曜⽇から⾦曜⽇の平⽇ 午前 9 時 30 分から午後 2 時 30 分
(午前 9 時 30 分から午前 10 時の間にご到着下さい。)

場所

Tamagawa International Preschool

参加費⽤

１週あたり 42,500 円＋税 （各週先着受付 10 名迄 39,900 円＋税）
（その他時間外保育などの費⽤については、通常の時期と同様です。）
⼀⽇単位の参加（事前にご相談下さい。） 8,600 円+税

プログラム内
容

各週に設けられたテーマに沿って、英語環境の中で、楽しく学び、遊びます。
プログラムは通常のレギュラ―スクールプログラムに準じ、サークルタイム、フラッシュカード、英語の読み書
き、アート＆クラフト、歌、体操専門コーチと共に体操クラスなどの活動を楽しみます。
第⼀週目︓Let it snow!
第⼆週目︓Nut Cracker Christmas

申込⽅法

世⽥⾕区弦巻 1-17-5

（03）3439-8685

Web からのお申込み → https://goo.gl/Y9HRiT
上記フォームからのお申込みが難しい場合は、メールかお電話下さい。
受付後、インボイスを発⾏しますので、記載の⼝座までお振込みをお願いします。
参加費⽤のお振込をもって、参加確定となります。

＊ 重要事項 ＊
ウインタースクールへのお申込み前に、必ず規約をご確認ください。
参加費⽤のお振込みをもって、この参加規約へ同意したものとさせて頂きます。
規約に同意されない場合、ご参加いただけません。
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申込書
⽣徒名（漢字表記）
⽣徒名（ローマ字表記）
性別
誕⽣⽇
年齢
郵便番号＆住所
保護者名
保護者緊急連絡先電話番号
メールアドレス
⽣徒のアレルギーの有無・内容

Tamagawa International Preschool ウインタースクール参加規約

ウインタースクールへの参加には、以下の規約への同意が必要です。 規約へ同意されない場合は、参加できません。

1.
参加費⽤のお⽀払い
お申し込み前に、この規約をご⼀読下さい。参加費⽤のお振
込みをもって、この参加規約へ同意したものとさせて頂きます。
参加費⽤請求メールを受領された⽇から７⽇間以内に下記
⼝座まで費⽤全額をお振込み下さい。 → 楽天銀⾏ 第
⼀営業⽀店 普通 7209026 有限会社アップルハウス
*同銀⾏の個⼈⼝座よりお振込み→振込⼿数料無料
できるだけお⼦様のお名前でお振込み下さい。お振込み名義
が異なる場合は、メール(info@tips-japan.com) へご⼀
報下さい。お振込みをもって、最終参加確定となります。
2.
時間
ウインタースクールの時間は午前 9 時 30 分から午後 2 時
30 分までです。事前に朝の時間外保育をお申込みされた場
合を除き、朝は午前 9 時 30 分にドアが空いて登校開始とな
ります。（午前 9 時 30 分前に到着された場合は、ドアの前
でお待ちいただくこととなります。）午前 10 時までに登校して
下さい。
3.
送迎
お迎えは時間厳守でお願いします。クラスが終了する午後 2
時 30 分には、スクール⽞関前でお待ち下さい。やむを得ない
事情でも、お迎えに 10 分以上遅れた場合は、760 円のペナ
ルティフィーが発⽣します。
4.
当⽇の⽋席
当⽇急病等で⽋席される場合は、Web 届出フォーム、もしく
は電話かメールで午前 9 時 30 分までにご⼀報下さい。（朝
の登校時間は慌ただしいので、特別なご事情がなければ、で
きるだけ Web 届出フォームでお届けをお願いします。）
Web フォーム

https://goo.gl/1Zv0mc

電話

(03) 3439-8685

メール

tamagawaitn@gmail.com

5.
振替
病⽋、⾃⼰都合などによる⽋席等、理由にかかわらず、振替
参加制度はありません。
6.
キャンセルの場合の返⾦
参加週の 2 週間前の⽉曜⽇午前 10 時までに、書⾯もしく
はメールでキャンセルをお申し出いただいた場合、事務⼿数料
2180 円を差し引いた⾦額をご指定の銀⾏⼝座に返⾦致し
ます。
7.
変更
参加週の変更は、空きがある場合は、参加週の 1 週間前ま
で受付可能です。準備の都合上、ご希望に添えない場合も
あります。
8.
時間外保育
8.1. 朝 8 時より、及び午後 7 時までの時間外保育が可能
です（760 円(税込)/30 分単位）。ご希望の⽅は、下記い

ずれかの⽅法により、お申込み下さい。電話申込の場合は、
後⽇スクールに備え付けの時間外保育申込ノートに⾃筆でサ
インをお願いします。
Web フォーム

https://goo.gl/1Zv0mc

電話

(03) 3439-8685

メール

tamagawaitn@gmail.com

8.2. 時間外保育は、当⽇朝のお申込みで午後の保育が
可能な場合もありますが、ご希望に添えない場合もあります。
（朝の時間外保育については、必ず前⽇午後 4 時までにお
申込み下さい。当⽇朝申し込みによる朝の時間外保育は、
安全を確保するためのスタッフ⼿配が間に合わないためお受け
できません。）
8.3. 事前にお申込みいただき、前⽇の午後 4 時までに
キャンセルのお申し出がない場合は、全額費⽤をご負担下さ
い。
8.4
追加で申し込まれた時間外保育の費⽤は、既存⽣
徒さんでない場合、封筒に下記 3 点を明記の上おつりのない
ように丁度の⾦額を⼊れ、下記 3 項目をご記⼊のうえ、当⽇
終わりまでにスタッフにお渡し下さい。(A)お⼦様のお名前(B)
時間外保育の⽇時と⾦額(C)持参いただいた⽇付 何らか
の事情で 封筒⼊りの現⾦の持参ができない場合は、後⽇
請求書を発⾏しますので、お振込みでお⽀払下さい。（振込
⼿数料はご負担下さい。）
9.
写真撮影
シーズンスクール中に撮影した写真は、⽇々の Twitter/Inst
agram/Facebook など SMS によるスクールの様⼦の発信、
スクールのホームページなどで広告目的で使⽤する場合があり
ます。写真撮影を希望されない場合は、お申込み時にお申し
出下さい。参加後にお申し出いただいた場合、対応できないこ
とがあります。
10.
体調不良
37.5 度以上の熱がある場合、及び、他の⽣徒さんと⼀緒に
公園や体操などの各種アクティビティに参加できないほど体調
が不良の場合は、クラス出席はお控え下さい。スクール側が
各種活動に参加不可能な程体調不良と判断し 保護者へ
連絡した場合は、保護者は直ちにスクールにお迎えに出向い
て下さい。
11.
持ち物 *** 全ての持ち物に名前（ローマ字表
記）を記⼊し、３歳児以上は、こどもが⾃分で背負えるリュッ
クにすべての物を⼊れてきてください。⾃分の持ち物を把握でき
るよう、持ち物を登校前にお⼦様と⼀緒にご確認ください。**
*
1).お弁当 (事前に注⽂も可能です。500 円/⾷）
2).⽔筒（⽔かお茶。ジュースは不可。）
3).帽⼦(TIPS スクールキャップ購⼊可（2,700 円）
4).上履き
5).⻭ブラシ、⻭磨きコップ
6).⼿拭タオル（タオル掛けにかけられる紐付き）
7).スモック（⼤⼈サイズの T シャツ等で代⽤も可）

8).洋服の着替え⼀式（ジップロック等、透明の⼝がしまるビ
ニール袋に⼊れ、⿊の太いマジックで名前を⼤きく記載）
9).汚れ物を持ち帰るビニール袋
10).作品等を持ち帰る袋（⼤きめの袋）
11).オムツ使⽤の場合、紙おむつとおしり拭き
12). お昼寝が必要な場合、お昼寝布団セット
＊⽇焼け⽌めは、必要であれば⾃宅でつけて投稿下さい。
12.
休校
天災（地震、台風、⼤雪等）、天災による交通機関の乱れ、
伝染病の蔓延などが発⽣し、本スクールが開校不可能と判断
した場合には休校となります。天災については、実際の局地的
な天候にかかわらず、午前７時の時点でその地域に何らかの
警報が発令されていれば休校となります。休校の場合、⼀か
⽉以内にアフタヌーンスクールの空きがある場所に２回分振替
参加できますが、期限内に参加できない場合でも、返⾦等の
措置はありません。また、振替の振替は受付不可です。
13.
災害時の対応
災害時の避難場所は、弦巻⼩学校
東京都世⽥⾕区弦巻１丁目９－１８ です。
緊急時の連絡は、メールや⼀般電話がつながらない場合

は、NTT の伝⾔ダイヤル１７１、及び twitter、Facebook
というインターネット上のツールを使って⾏います。Twitter 及
び Facebook では、災害時の連絡のみでなく、スクールでの
様⼦も⽇々写真付きでお伝えしていきますので、ぜひご登録
下さい。
Twitter アカウント名︓ @TIPSJapan
Facebook: TamagawaInternationalPreschool で検
索
15. 強制退学
本スクールが、⽣徒または保護者が、教職員、他の⽣徒及び
保護者に⽀障をきたすと判断した場合は、強制退学となるこ
とがあります。この場合、⽀払い済みの未利⽤分の費⽤につい
ては、2,160 円の⼿数料を差し引き後、返⾦します。
15. 損害賠償責任免責
⽣徒がスクールの施設利⽤中に⽣じた盗難、ケガ、その他の
事故について、スクールに故意、または過失がある場合を除き、
スクールは当該損害に対する責任を負いません。
tel. (03)3439-8685 email: info@tips-japan.com
154-0016 東京都世⽥⾕区弦巻 1-17-5
以上

