
The 2023 Spring Camp will provide an opportunity for children to relax, enjoy themselves, make friends, experience 

new things, and more, all in a completely immersive English environment.  Spring holidays are the time for joyous 

adventure, exploration, fun and a break from the norm. We strive to make our camp just that, filling it with exciting 

activities, fun-filled games, weekly crafts, field trips, picnics, role-play and much more. This environment will give 

children ample opportunities to utilize English in natural and functional ways, while experiencing joyful, exciting 

and fun-filled days with friends and teachers, old and new. 
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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。子供達が普段の生活から離れ、完全な英語環境の中でリラックス

し、楽しみながら、新しいお友達を作り、先生と一緒に新しい事や珍しい事を体験することのできるプログラムです。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います。 

お友達と一緒に楽しく集中的に英語を体得する良い機会ですので、皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加いただけますよう 

ご案内申し上げます。 

※Afterschoolクラスは 3/29-31 がお休みですが、他は通常通りございますのでお間違えの無いようお願い致します。 

 ※カレンダー上では 3/20(月)は Spring Camp 期間外となっておりますが、20 日も含め Spring Camp を開催致します。 

◆Special Activity の 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 徒歩圏内にある公園へ行きます。※雨天の場合は室内で Activity を行います。 

Wed. 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。 

Thu. Field Trip 徒歩圏内にある公園へ行きます。※雨天の場合は室内で Activity を行います。 

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。 

※ 1週間の中で Craft、Field Trip は各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。詳細の

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

※ コロナウイルス感染予防のため Cooking は行いません。 

 

◆日程＆料金表◆  

コース 日程 定員 参加費 

① 3-10歳コース 

(9：00－14：00） 
A：3/20（月）- 3/24（金） 

 ※除 21日（火） 

B：3/27（月）-  3/31（金） 

 

定員32名 

1週間に2日以上から 

お申込み可能 

 
※外部生の方は月齢3歳よ

りお申込み頂けます。 

A コース：   ￥31,300 

B コース：   ￥39,000 

A,B セット：￥63,270 

日割り       ：  ￥8,500 
② 2-3歳コース 

(9：00－14：00） 

③ 2-3歳午前コース 

(9：00－12：00） 

A コース：    ￥16,500 

B コース：    ￥21,000  

A,B セット：￥33,750 

日割り       ：  ￥5,500 

※ 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。 

 

◆ お申込み受付開始日： 2023 年 1 月 23 日（月） 8：50 ～ 

◆ お申込み締め切り日： 2023 年 3 月 1 日（水）  

◆ ご入金締め切り日：  2023 年 3 月 1 日（水） 

剣持由紀



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 

受け取り後、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（水）までとさせていただきますのでご了承下さい。 

・ お振込みの確認後、正式にお申込みが完了となった旨をご希望の方へ E-mail にてお知らせ致します。先着順、定員に

なり次第、締切りとさせていただきます。尚、日割りでのお申込は各週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いただく可能性もございます旨予めご了承下さい。よって日割りでのお

申込みの方への空席状況のご連絡は、3月1日（水）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 3 日（金）まで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10日（金）までに直接もしくは E-mail にてお渡し致します。3月10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ようお願い致します。 

 

◆ 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/申込完了のご連絡は、ご希望をいただいた方のみ E-mail にてお知らせ致します。 

 

◆ 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12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円現金払いにてお受け致します（除、③2-3歳午前コース）。 

また、半期一括ご契約されている 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 中に Extension の受講をご希望の方は、別途お申込みが必要となります。 

 

◆ 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1,500円(120、130、140サイズ)、1,700

円(M サイズ以上)で必ずご購入いただきます。（除、③2-3歳午前コース） 

2) トイレトレーニング終了済みのお子様のみ受講可能です。（除、③2-3歳午前コース） 

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致しませんので、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)お迎えは指定時間を過ぎますと、最初の15分間は250円、それ以降は単発 Extension と同じ扱いとなり、延長預かり代1,000

円を現金で頂戴致します 

5) 昼食は各自お弁当をご用意下さい。またはスクールランチのお申込みも可能です。1食当り￥360（幼児向け）￥470（小学

生向け／大人と同サイズ）にてランチのご注文が可能です。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。 

6) 日割り各週2日間より受講可能です。1日当りの参加費は8,500円、③2-3歳午前コースは5,500円となります。 

7) 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。 

8) 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（新型コロナウイルス感染により、保健所の指示により、スクールが休校となった場合は返金対象となりますが、生徒

ご本人が感染した場合及び濃厚接触者となり欠席となった場合は返金対象となりませんので、予めご了承下さい）。 

9) スクールではコロナウイルス感染対策として、空気清浄機を常時稼働し、換気を行うと共に、施設内の消毒をしております。

また生徒・スタッフには手洗い、手指消毒、マスク着用(除 外出時・ランチタイム) を徹底しております。 

10）風邪の症状がある場合、発熱していなくても登園を控えて頂くようお願いします。               以上                          
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