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初春の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、English Express では今年も Spring Campを開催致します。1週間のキャンプ中に英語だけの環境で過ごすことによって

子ども達の語学力は格段に向上致します。完全な英語環境の中、お友達とリラックスし、楽しみながら英語で過ごすことが

成果をもたらします。今年も料理、工作、お花見ピクニック、エッグハントやロールプレイなど、毎日様々なアクティビ 

ティーを盛り込んでおります。皆様お誘い合わせの上、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

なお、午後のクラスは3月29日 (金)のみお休みとなりますので、お間違えの無いようお願い致します。 

◆Weekly Schedule Sample ◆
 

Mon. Craft 紙飛行機やフォトフレームなど、子ども達が作って楽しめるクラフトを行います。 

Tue. Field Trip ログハウスや公園などで遊びます。 

Wed. Cooking 数種類のピザやパスタ、スコーン等を作って、レストラン等のロールプレイを行います。 

Thu. Field Trip 少し足を延ばして大きな公園に Field Tripに行きます。 

Fri. Review 
Craftが終了しなかった場合の Back-Up Day、または近隣の公園で Egg Huntやゲームを

行います。 

 

◆日程＆料金表◆ ※２コース、または兄弟で２コース以上お申込の方は参加費10%割引（除、③午前コース） 

コース 日程 定員 参加費 

① 3-10歳コース 

(9：00－14：00） 
A：3/18（月）- 3/22（金）  

※21日（木）はお休みです。 

B：3/25（月）-  3/29（金） 

C：4/1（月）-  4/5（金） 

定員32名 

週2日からお申込み可能 

A        ：￥31,300 

B, C ：￥39,000 

日割り：￥8,300 ② 2-3歳コース 

(9：00－14：00） 

③ 2-3歳コース 

(9：00－12：00） 

A   ：￥16,500 

B, C ：￥20,600 

日割り：￥5,400 

※１週間の中で Cooking、Craftは各１回、Field Tripは２回と決まっておりますが、何曜日にどの Activityを行うかは、学校により 

異なります。詳細 Weekly Scheduleは参加人数確定後、各校よりお知らせ致します。 

※2-3歳コースは申込人数が３名未満だった場合は他校同コース、または3-10歳コースへ移動するか、もしくは返金と致します。 

English Express will be holding its annual Spring Camp Program, offering children a chance to have fun, make 

friends, experience new things, and relax, all in a completely immersive English environment. Children have worked 

hard all year long, and the last thing they need is to spend their spring holidays hunched over their books, learning 

the same way they have all year. Spring holidays are a time for adventure, joy, exploration, fun and a break from the 

norm.  We aim to make our camp just that, packing it full of activities, games, crafts, field trips, picnics, cooking and 

role-playing. This environment gives children ample chances to utilize and develop their English in a natural and 

functional way, while experiencing joyful, exciting and fun-filled days with friends, both old and new. 

 

 



◆ お申込み受付開始日：     2019 年 1 月 15 日（火） 8：50 ～ 

◆ お申込み＆ご入金締め切り日： 2019 年 3 月 1 日（金） 

 

参加ご希望の方は、締切日までに申込書をご提出下さい。空席状況確認後、申込確認書をお渡し致します。申込確認書を 

受取り後、一週間以内に参加費のお振込みをお願い致します。締切り間際にお申込みされた方も、ご入金の締切りは、 

３月１日（金）とさせて頂きますのでご了承下さい。 

・ お振込み確認後、正式申込完了の旨をご希望の方へ E-mail にてお知らせ致します。先着順、定員になり次第締切り

とさせて頂きます。尚、各週２日よりお受け致しますが、週全日のお申込みの方が優先となり、満席の場合はお断

りさせて頂く可能性もございます旨予めご了承下さい。よって単発でお申込みの方への空席状況のご連絡は、３月

１日の申込み締切日以降となります。空席有りの場合は申込確認書をお渡し致しますので、３月４日（月）迄に参

加費のお振込みをお願い致します。 

・ スケジュール等詳細を３月１３日（水）までに直接、もしくは E-mail または Fax にてお渡し致します。３月１３日

を過ぎてもお手元にスケジュールが届いていない場合は、お手数ですがご連絡下さいます様お願い致します。 

 

◆ お支払い方法： 確定連絡後一週間以内に、下記指定口座のいずれかにお子様のお名前でご入金下さい。 

口座番号：  横浜銀行 港北ニュータウン北支店 

                   普通  １０９１９３５ 

   口座名義人：イングリツシユエクスプレスインターナシヨナル   

口座番号：横浜銀行 たまプラーザ支店 

                                      普通 １４７８６８１ 

    口座名義人： カ)イングリシユ エクスプレス 

注）インターネットバンキングにてお振り込みの場合は、スクール名を全て大きい文字-促音無しで入力して下さい。 

※ ご入金確認後、正式申込となります。 

※ ご入金受領確認は E-mailにて申込み完了の旨、ご希望の方へ連絡致します。 

 

◆ 延長預かり：ご希望の方へ延長預かり(1時間：500円)をご提供致します。最長18：00まで、16：00～18：00は 

定員８名となります。詳しくは各スクールにお問い合わせ下さい。お申込書提出後の当日延長預かりのお申込みは、

最少催行人数２名様からとし、２時間(１枠)1,000円にて現金払いにてお受け致します。（除、③午前コース） 

また、半期で契約されている Extension は、Camp 期間中は対象外となりますので、午後のクラスのある方で、

Camp中単発での受講をご希望の方は、別途お申込み下さい。 

 

◆ 特記事項：  

1)外出時スクールＴシャツを着用するため、スクールＴシャツをお持ちでない方は、１枚1,400円でご購入下さい。 

（除、③午前コース） 

2)トイレトレーニング終了済のお子様のみ受講可能です。（除、2-3歳コース） 

3) Camp代、延長預かり代、昼食代、及びスクール Tシャツ代のご入金後の返金はできませんので、予め 

 ご了承下さい。但し、2-3歳コースが最少開催人数に達しなかった際は、スクールより連絡し、他校同コース、 

 または3-10歳コースに変更、もしくは返金と致します。 

4)昼食は各自お弁当をご用意下さい。または1食当り小330円、大440円にてスクールランチのお申込みも可能です。

ご希望の方は希望日をお申込書にご記入下さい。尚、曜日変更や追加注文は、前日16時までにスタッフにお申し付

け下さい。火曜、木曜は Field Trip の為、ご注文は月曜、水曜、金曜のみお受け致します。金曜は近隣の公園でピ

クニックとなる可能性もございますが、その際はスクールランチをスクールから持って参ります。 

5)各週２日間より受講可能です。この場合、１日当りの参加費は8,300円、③午前コースは5,400円となります。 

6)ご希望の方には、E-mailにて振り込み完了のご連絡を致しますので、E-mail Addressをご記入下さい。 

7)天災時、当スクールが開講不可と判断した場合には休校とし、その場合、授業の振替、返金は致しませんので、 

予めご了承下さい。                                       以上 
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