ＳＰＲＩＮＧ ＦＵＮ 2020
3月23日（月）～ 27日（金）5日間

Ｋｉｄｓ ｐｒｏｇｒａｍ
アート＆クラフト、クッキング、お花見ピクニック、など楽しみながら自然に英語が身につくプログラムは、子ども達に大人気！
ママも嬉しい、おいしく栄養満点の給食付‼
時間 9時30分～2時30分 （延長最大5時30分まで）
持ち物 スマイルバック、水筒、筆記用具、上履き、色鉛筆、（延長の方はスナック）
バス送迎 先着順 5日間コースの方優先 （延長の方はバス利用者が3名以上の場合、運行いたします。）
お申込み方法 HPよりお申込書をダウンロードし必要事項をご記入の上ご持参またはメール、Faxでご提出、参加費は現金またはお振込み
でお支払いください。申し込み用紙のご提出と費用のお支払い確認後に予約が確定となります。

23日（月）

24日（火）

25日（水）

26日（木）

27日（金）

お花見スナックパーティー

ダンスビデオ制作＆
コンピューター

クッキング

アート＆クラフト

イースターエッグハント

1日単発
時間＆料金

9時30分～2時30分 1日 / ¥9,800 (給食費含)

バス代

延長30分/ ¥500 (スナックをお持ち下さい。)

1日往復/¥1,000 （5日間の方が優先となります）
5日間コース

時間＆料金

9時30分～2時30分 5日 / ¥47,500 （給食費含)

バス代

延長30分/ ¥500 (スナックをお持ち下さい。)

5日間往復/¥5,000

バス送迎申し込み期限 3月2日（月） 18時まで
個別指導プログラム
リーディングやスピーキングの強化、英検対策など一対一でお子様のペースやレベルに合わせてレッスンをリクエストできます。
春休みに集中して学ぶ意欲を高めます‼
日程
時間
料金

3月23日（月）～3月27日（金）
2時30分～4時30分

＊1コマ60分
1コマ￥6,800

ご希望の時間と日程をご相談下さい。
2コマ ￥13,400

＊すべてのプログラムにつき、先着順とさせていただきます。
＊外部生の方は施設使用料、別途3,000円となります。
キャンセルについて
講師の手配や準備の関係で、キャンセルは2月28日まで全額ご返金、3月10日まで50％ご返金、3月11日以降返金不可となりますの
でご了承ください。尚、コースに空きがあればコース変更は可能です。個別指導の当日キャンセルは振替できません。前日14時
までに必ずご連絡をお願いします。

ＳＰＲＩＮＧ ＦＵＮ 2020
March 23rd（Mon）～ 27th （Fri）5 Days

Ｋｉｄｓ ｐｒｏｇｒａｍ
In this program we will be learning English through Art & Crafts, Cooking, Flower viewing picnic, and much more! It’s one of
our most popular programs amongst the children. We also serve nutritious lunch which is a added bonus for the moms!

Timings
9:30a.m.～2:30a.m （Extension till 5:30p.m.）
Things to bring Smile bag, Water bottle, Stationary, Indoor shoes, Color pencils（Snack in case of extension）
Bus service
First come first serve. Priority to 5 Day course applicants （For extension students, the
evening bus service will be available in case of 3 or more bus applicants)

How to apply To apply, download the application form from the website, fill in and submit at the
reception, or send by email or Fax. Application will be complete once fee payment is
confirmed.
23rd （Mon）

24th （Tue）

25th （Wed）

26th （Thu）

27th （Fri）

Flower viewing &
Snack party

Dance Video &
Computers

Cooking

Arts & Crafts

Easter Egg Hunt

1 Day Course
Timings & Fees

Bus Fee

9:30 a.m.～2:30 p.m. 9,800 yen per day (includes
lunch)

Extension 500 yen / 30 mins (Please bring snack)

Round trip for 1 day ¥1,000 （Priority to applicants of 5 day course）

5 Day Course

Timings & Fees

9:30 a.m.～2:30 p.m. 47,500 yen for 5 days
(includes lunch)

Bus Fee

Extension 500 yen / 30 mins (Please bring snack)

Round trip for 5 days ¥5,000

Application deadline for bus service March 2nd （Mon） till 6:00 p.m.

Private Lesson Program

We design private lessons as per request in order to strengthen reading, speaking, Eiken practice etc., depending on the
students level and learning speed. Improve and strength your skills during Spring break!
Date
Time
Fees

March 23rd （Mon）～March 27th （Fri）
2:30 p.m.～4:30 p.m.

＊1 Lesson 60 mins

1 Lesson 6,800 yen

Please consult the desired date and time

2 Lessons 13,400 yen

＊All the programs are on first-come first serve basis.
＊For non-Smile Club students, facility charges of 3,000 yen will apply.
Regarding cancellation
As the instructors will be assigned and preparations will be made, full refund on cancellation will be entertained till February
28th, 50 % refund till March 10th and after March 11th no refund will be entertained. Your understanding is highly appreciated.
If there is vacancy in the class limit, the day of the course can be adjusted. In case of cancellation of private lesson on the
day, make-up lesson cannot be taken. Please kindly inform us the day before the lesson, before 2:00 p.m.

