
株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－01 

令和２年２月２８日 

新型コロナウイルスによる休講に関するお知らせ 

 

平素は玉川文化センターの活動にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。 

この度、新型肺炎コロナウイルスに伴う弊社の 3 月の活動自粛についてのお知らせを致し

ます。弊社規約には「休講 祝日・春休み・お盆・年末年始は休講とする。ただし、暴風警

報発令時と開講するに当たり極めて危険（台風直撃時や地震・大雪・インフルエンザ・大規

模感染症など）な時は臨時休講とし、この場合の振替日は実施しない。その際、当センター

ホームページ上で記載する。」と記載をしておりますが、今回の弊社の対応措置が会員様の

許容の範囲を超えるものと考えておりますので、今回は下記のような特別な対応をとらせ

ていただきますことご理解頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

記 

対応措置  休講 

 

対象者 全課外クラブ、全学年、全会員  

 

期間  ３月２日（月）～３月２４日（火）までを原則とする 

 

ただし、３月１３日（金）のタイミングでその時の収束状況などをみて再考し、ホームペー

ジ上で再度案内いたします。 

 

受講料 ３月分の受講料の半額を引落します。（4月継続会員のみ） 

 

ただし３月分の受講予定回数を新１年生以上の方は１学期中の通常授業または指定振替日

にお振替をお願いします。 

新年中園児、新年長園児の方は指定振替日でのお振替をお願いします。（４月７日までにホ

ームページ上でご案内します） 

また、３月末退会を希望されている方（3/6までにご提出の方）は３月分の受講料を全額引

落ししません。（もし３月中に授業再開した場合はぜひ受講してください） 

また、サッカークラブ 6 年生とスイミングクラブ全会員、英会話全会員の皆さまに関しま

しては振替実施が困難なため 3 月分の受講料の引落しを実施せず、振替も実施しないこと

とします。 

以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 



株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－02 

令和 2年 3月 13日 

 

新型肺炎コロナウイルスによる休講と開講予定日のお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスに伴い、各クラブ通常授業を休講とさせていただい

ております。（2/28ＨＰ掲載） 

弊社では玉川学園幼稚園の施設をお借りして各クラブ、各教室を運営しておりますが、現在、

玉川学園幼稚園では新型肺炎コロナウイルス感染拡大防止のため休園が続いている状況で

す。そのため、3月の弊社クラブの通常授業は前回掲載しました通り休講とさせていただき

ます。 

また、通常授業の開講日は、そのときの収束状況にもよりますが、４月 8日水曜日より開講

を予定しております。（再延長する場合のみＨＰで再度ご案内致します）どうぞ宜しくお願

い申し上げます。 

記 

 

対応措置  通常授業を継続して休講（3/24まで） 

 

開講予定日 2020年 4月 8日（水）予定（状況により延長もあり） 

 

対象    弊社全クラブ、全ての通常授業 

 

受講料   3月分は半額引落で振替実施 4月分からは通常通り引落となります 

 

その他   上記以外の対応をとる場合は対象の会員様へ当該クラブから案内致します。 

 

以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 

 

 

 

 

 



サッカークラブ会員各位                      玉川文化 20－03 

令和 2年 3月 13日 

3月休講に伴う振替え練習のお知らせ 

日ごろより玉川学園ＦＣの活動に府ご理解ご協力いただきありがとうございます。 

さて現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスに伴い、各クラブ通常授業を休講とさせていた

だいております。また、通常授業の開講予定日は最短でも 4月 8日となっております。 

ただ、サッカークラブの活動は屋外で実施するものであり、先日文部科学省がだした見解

では「屋外での運動や散歩を妨げるものではない、運動不測やストレスを解消する為に運動

することも大切で、ジョギングや縄跳び、校庭・体育館の開放を否定しない」（一部抜粋）

としていることから感染リスクを少しでも減らす措置を講じながら段階的に活動を再開い

たします。詳細は下記の通りとなりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

記 

 

対象者   現在、小学生 1年生～6年生のサッカークラブ会員 

開講予定日 2020年 3月 19日（木）から随時 

詳細はＨＰ玉川学園ＦＣからのお知らせで確認をお願いします 

開講場所  万博公園運動広場など 

注意事項   

① 自宅で検温を実施してください（37.5℃以上の発熱がある場合、体調不良の場合は必ず

欠席してください） 

② 運動場には選手、指導者のみを基本とし、保護者は入れません。 

③ 出来るだけ徒歩や自転車、または保護者のお車での送迎をお願いします。 

④ 指導者との挨拶の握手を自粛します。 

⑤ 練習時間を区切って実施します。 

⑥ ゼッケンは使用しませんので、別色の上着も持参ください。 

⑦ 3月の練習の振替えの一部となりますが、参加費を頂く場合があります。（ＨＰ記載） 

⑧ 持ち物は試合の際と同じですが、必ずハンカチやタオルなど手を拭くものを持たせてく

ださい。 

⑨ 都度、社会情勢をみて実施できない場合もありますこと予めご容赦ください。 

⑩ 様々なお考えがあることは十分承知しております。上記活動に賛同、ご理解頂いた方で、

さらに参加の可否はご家庭のご判断に委ねます。 

 

以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 



株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－04 

令和 2年 4月 7日 

 

新型肺炎コロナウイルスによる休講のお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスに伴い、各クラブ通常授業の休講措置を下記のとお

り変更致します。ご確認お願いします。 

少しでも休講疲れのある子どもたちに安心、安全に活動できる場の提供をと考えて弊社で

は行動予定でしたが、この度、緊急事態宣言が発令されることを受けて弊社全クラブの活動

を一旦自粛し、4月と 5月の一部の日程を休講とさせていただきます。 

上記に伴い、受講料、次回活動予定日、今後の弊社から皆様へのご連絡方法などを下記に記

しますので、ご確認よろしくお願いします。ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお

願いします。 

記 

対応措置   全クラブ休講 

 

休講期間   4月 8日（水）～5月 9日（土）まで 

 

開講予定日  5月 11日（月）から 

 

受講料    4月分の受講料を一旦お預かりし、振替えをもって 4月分とします 

       また、振替えに関しましては今年度中といたします（3 月分の振替も含む） 

       万が一、振替えができなかった場合は今回お預かりしている 4 月分の受講

料を 2021年 3月分の受講料に充当させていただきます 

 

その他    サッカークラブと体操クラブ、英会話教室の週１回（月 4回）コース以外の

会員様に関しましては 4 月以降全て週１回に変更とさせていただきます 

（週 2回、週 3回、月 6回、月 8回、フリーコースなど対象） 

       上記のコースの開講月は社会情勢を鑑みて後日弊社より HPでご案内後、  

       受講料の変更をさせていただきます。 

 

以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 



株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－05 

令和 2年 4月 8日 

 

玉川文化センター窓口受付のご案内 

 

日頃より玉川文化センターの活動のご理解ご協力いただきありがとうございます。 

現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスに伴い、各クラブ通常授業の休講措置を実施させて

いただいております。 

次回開講は 5月 11日を予定しておりますが、その時の状況をみて変更もあることと思いま

す。 

また、休講に伴い、窓口受付での対応ができない状況が続いておりましたが下記の日程で文

化センター受付窓口業務を一部再開いたしますのでお問い合わせや、各種お手続き（入会・

休会・退会）がありましたら下記の日程でご連絡をお願い致します。 

会員の皆様方におかれましては大変ご不便をおかけいたしますがご対応のほどよろしくお

願いいたします。 

 

記 

 

 

窓口受付  毎週火曜日 木曜日 （11：30～15：30） 

（4/9 4/14 4/16 4/21 4/23 4/28 4/30） 

 

 

以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－6 

令和 2年 4月 8日 

 

4月末退会希望者に対する救済措置 

日頃より玉川文化センターの活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスに伴い、各クラブ休講措置を実施させていただいて

おります。 

 

すでに 3月から休講の措置が続いておりますが、3月分の受講料は半額、4月分の受講料は

全会員週 1回の会員とさ 

 

せていただき、4/22に受講料の引き落としをいたします。また、3月 4月の活動は休講です

ので今年度中に振り替えを実施とさせていただいております。 

 

しかしながら 4 月末退会を希望される会員様におかれましては振り替えのお日にちがあり

ませんので、弊社規約の返金の項目には受講料は如何を問わず返金しないと記載がありま

すが、今回は申し訳ありませんが 3 月分 4 月分の受講料は返金という形の対応とさせてい

ただきます。 

 

また、今回の救済措置はあくまでも 4 月末退会の方のみに関しての措置でそれ以降の退会

者の多寡はその対象とはなりませんのでご理解よろしくお願いします。 

 

記 

 

お手続き方法  4月末退会のお手続きを 4月 23日までにしていただく 

 

受付窓口日時  4/9 4/14 4/16 4/21 4/23の 5日間（11：30～15：30） 

 

返金の方法   返金尾お手続きができ次第ご連絡差し上げます（5月以降） 

        また返金は窓口でのお渡しとなります 

以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 

 

 



ダンス教室会員各位                        玉川文化 20－07 

令和２年４月９日 

ダンス教室の受講料返金のお知らせ 

 

日頃より玉川文化センターの活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

現在、コロナウイルスの影響で玉川文化センター全クラブの授業を休講とさせていただい

ております。 

3月分、4月分の授業に関しましては受講料をいただきながら休講にしている授業回数分を

今年度中に振り替えをもって対応とさせていただいております。 

しかしながらダンス教室に関しましては３月４月分の振り替えを実施することが困難なこ

とから今回、上記２か月分のいただいた受講料の全額をご返金させていただきます。 

ダンス教室の会員さまにおかれましては大変お手数ではございますが、返金の対応ができ

次第、ご連絡させていただきますのでご対応のほどよろしくお願いします。 

 

記 

 

対象  玉川ダンス教室全会員 

 

措置  ３月分４月分のいただいた受講料の全額返金 

 

期間  ５月中旬頃から随時 

 

方法  返金作業のご連絡を５月中旬頃からさせていただきますので、ダンス教室が再開

したのち、弊社受付窓口にて返金作業を行ってください。 

    その際に署名捺印が必要となりますので、お認印をご持参ください。 

以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－08 

令和 2年 4月 14日 

受講回数週 1回への変更に伴う曜日連絡のお願い 

 

日頃より玉川文化センターの活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスの影響に伴い、各クラブ休講措置を実施させていた

だいております。 

また４月に関しましては少しでも密集を作らず、安全なクラブ運営を実施するため、全会員

を週１回の会員とさせていただきながら休講措置を取らせていただいております。 

この措置に関しましては 4月以降もしばらくは継続してまいります。 

そこで、幼稚園児、保育園児の会員様で 4 月を週 2 回、週 3 回で活動する予定だった会員

様におかれましては、5月以降も週 1回の受講生とさせていただくため、下記対象の会員様

に置かれましては幼稚園、保育園にご連絡を弊社より一括で連絡させていただきますので、

ご希望の受講曜日のご連絡を賜ります様よろしくお願いします。 

記 

 

対象者   サッカークラブ週 2回受講生（幼稚園児・保育園児）   

体操クラブ週 2回、週 3回受講生（幼稚園児・保育園児） 

英会話教室週 2回受講生（幼稚園児・保育園児） 

小学生以上の会員様のご連絡は必要ありません。 

 

連絡方法  文化センター宛てにメールでご連絡ください。 

 

連絡内容  ①info@tamagawa-c.com にメール 

      ②タイトル「週 2回から週 1回への曜日連絡」 

      ③本文「学年（新学年） お子様名 ご連絡先 ○○クラブ〇曜日△曜日から

△曜日に変更」 

締め切り  誠に勝手ではございますが、4月 20日までにご連絡お願いします。 

 

その他   弊社より 4月 21日からお電話でのご連絡を行いますのでそれまでにお決まり

の方はメールでのご連絡をお願いいたします。 

  以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 

 



 

株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－09 

令和 2年 4月 30日 

退会に関する救済措置についてのお知らせ 

 

日頃より玉川文化センターの活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスの影響に伴い、各クラブ休講措置を実施させていた

だいております。 

この休講措置がいつ解除して、いつから始められるか、会員様にはっきりとしたことがお伝

え出来ない状況となっておりますことお詫び申し上げます。 

このような状況ですので、いったん退会をして、落ち着いたら再度習わせたいと仰ってくだ

さる会員さまが多数おられます。 

そこで弊社では入会受付時に必要な入会金の免除の救済措置を下記の期間で対応いたしま

す。下記ご確認いただき、ぜひ各御家庭で落ち着きを取り戻した際にはまた一緒に活動して

くださいます様、心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。 

 

記 

 

救済措置  入会時の入会金の全額免除 

 

救済機関  2020年度（2021年 3月入会者まで） 

 

対象    上記期間までの入会者のすべてとさせていただきます。 

 

  以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－10 

令和 2年 4月 30日 

5月 11日からの文化センター活動についてのお知らせ 

 

日頃より玉川文化センターの活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

現在、弊社では新型肺炎コロナウイルスの影響に伴い、各クラブ休講措置を実施させていた

だいております。現状 5月 11日より各教室ともに実施予定とさせていただいておりますが、

休講の措置を延長する場合もございます。会員さまにおかれましては大変ご不便をおかけ

しておりますが、下記ご参照の上ご対応のほどよろしくお願いします。 

記 

 

措置    5月 11日より実施または引き続き休講のいづれか 

 

受講料   5月実施の場合・・通常通り引落としさせていただきます。 

      5月休講の場合・・受講料引落とし致しません。（5月分の振替も実施しない） 

 

受付業務  5月実施の場合・・通常通り月曜日～金曜日（ただし時短営業の可能性有） 

      5月休講の場合・・火曜日・木曜日（11：30～15：30） 

  以上 

株式会社 玉川文化センター 

06-6836-3281 

 


