
 

 

株式会社 玉川文化センター会員各位                玉川文化 20－18 

令和 2年 5月 26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が、6月からの全クラブ開講に伴い、弊社窓口受付の業務を通常通り

行います。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したが今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

窓口受付  月曜日～金曜日（13：00～19：00）＊祝日を除く 

 

 

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 20－19 

令和 2年 5月 28日 

サッカークラブ 6月からの開講曜日および時間変更のお知らせ 

 

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。 

6月よりサッカークラブの通常練習の再開を致します。選手の安全を確保しながらの実施と

いうこともあり、練習曜日や練習時間の変更を行い、密集を作らないように努めます。た

だ、サッカーという競技の特性上、選手同士や指導者が近距離で接触することが避けられ

ないこともご理解お願いします。 

記 

変更内容   月曜日 14：00～15：30（年中・年長） 

           15：45～17：15（2年生のみ）  

           17：30～19：00（3年生４年生）  

       火曜日 14：00～15：30（年中） 

           15：45～17：15（1年生のみ）   

           17：30～19：30（5年生 6年生） 

       水曜日 14：00～15：30（年長） 

           15：45～17：15（1年生のみ）  

           17：30～19：00（3年生４年生）  

       木曜日 今年度より練習ありません 

       金曜日 14：00～15：30（年中・年長） 

           15：45～17：15（2年生のみ）  

           17：30～19：30（5年生 6年生）  

 

振り替えについて   3月 4月分の振替についてですが、小学生の方は上記練習会で消化

してください。（土日の練習会での消化もできます。） 

           幼稚園児保育園児の方は土日の練習会で消化していただきます。

（後日こちらから日時指定致します。HPとメールを使用してご案

内しますので、ご注意ください。） 

見学について     当面の間、練習につきましては見学ができませんこと、 

ご理解よろしくお願いします。 

以上 

株式会社 玉川文化センター 



株式会社 玉川文化センター                    玉川文化 20－20 

書道教室会員各位                        令和 2年 5月 26日 

 

書道教室における 6月の授業時間変更について 

 

日頃より玉川文化センター 書道教室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、弊社では新型コロナウイルスの伴い、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。 

6月より書道教室の授業再開を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染防止の為、 

授業時間を変更を行い再開をさせていただきます。ご理解とご協力の方お願い致します。 

 

記 

・授業時間変更について 

6月 1日（月）  

幼稚園クラス・・・・ 14：00～14：50（50分） 

小学生クラス・・・・ 15：00～16：00（1時間） 

 

6月より当面の間この時間で授業を再開致します。 

 

3月 4月振り替えについて 

3月 4月の書道教室の振り替えについてですが、講師の先生と相談させていただいた元、 

こちらで日時指定致します。振り替え回数分と 1 回ほど多く振り替え授業を設定させてい

ただきます。 

日時については設定後 HPでお知らせとお手紙を配布させていただきます。 

 

見学について 

当面の間、授業再開につきましては、見学ができないこと、ご理解宜しくお願い致します 

 

 

 

 

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                    玉川文化 20－21 

バレエ教室会員各位                       令和 2年 5月 26日 

 

バレエ教室における 6月のレッスン時間変更について 

 

日頃より玉川文化センターバレエ教室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。 

6月よりバレエ教室のレッスン再開を予定しておりましたが、コロナウイルス感染防止の為、

レッスン時間の変更行い再開させていただきます。ご理解とご協力の方お願い致します。 

 

記 

 

・レッスン時間変更のついて 

6月 1日（月）より 

14：00～15：00（幼稚園クラス・前半後半合同） 

15：15～16：30（小学生クラス 1年生～4年生） 

16：45～18：15（小学生クラス 5年生以上） 

 

6月より当面の間この時間でレッスンを再開致します。 

 

振り替えについて 

3月 4月のバレエ教室の振り替えについてですが、講師の先生と相談をさせていただき、 

木曜日に設定させていただき振り替えとおさらい会の追加レッスン日で実施させていただ

きます。 

 

見学について 

当面の間、リズムホールでのレッスン再開につきましては、見学ができないこと、ご理解

宜しくお願い致します。 

 

 

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                    玉川文化 20－22 

ダンス教室会員各位                       令和 2年 5月 26日 

 

ダンス教室における６月の授業について 

 

日頃より玉川文化センター ダンス教室の活動にご理解ご協力いただきありがとうござい

ます。 

この度６月２日（火）よりダンス教室の授業を再開致します。下記の内容でご参加の方お

願い致します。 

 

記 

 

・授業日程について 

６月２日（火）～ 

幼稚園クラス年中      ・・・ 14:00～15:00 

幼稚園クラス年長      ・・・ 15:30～16:30 

小学生クラス前半      ・・・ 16:45～17:45 

小学生クラス後半       ・・・ 18:00～19:00 

 

※各クラスの間のタイミングで換気・消毒等行います。 

※新型コロナウイルスの影響で変更等がありましたらその都度 HP にてご案内させて頂き

ます。 

 

以上 

  玉川文化センター   

    06-6836-3281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社 玉川文化センター                    玉川文化 20－23 

英会話教室会員各位                       令和 2年 5月 26日 

 

英会話教室における６月の授業について 

 

日頃より玉川文化センター 英会話教室の活動にご理解ご協力いただきありがとうござい

ます。 

この度６月２日（火）より英会話教室の授業を再開致します。下記の内容でご参加の方お

願い致します。 

 

記 

 

・授業日程について 

６月２日（火）～ 

幼稚園クラス前半      ・・・ 14:00～14:45 

幼稚園クラス後半      ・・・ 15:00～15:45 

幼稚園クラス夕方（木曜日） ・・・ 17:20～18:05 

小学生クラス前半      ・・・ 16:15～17:05 

小学生クラス後半       ・・・ 17:20～18:10 

中学生           ・・・ 18:30～19:30 

 

6月の授業の日程となります。 

※曜日により時間変更となっておりますのでお間違いの無いようよろしくお願い致します。 

※予定の受講曜日にお越しください。 

※会員入れ替えのタイミングで換気・消毒等行います。 

また新型コロナウイルスの影響で変更等がありましたらその都度 HP にてご案内させて頂

きます。 

※4月分の振替は確定次第ご連絡致します。 

 

以上 

  玉川文化センター   

    06-6836-3281 

 

 

 



株式会社 玉川文化センター                    玉川文化 20－24 

バトンクラブ会員各位                      令和 2年 5月 26日 

 

バトントワリングクラブにおける６月の授業について 

 

日頃より玉川文化センター バトントワリングクラブの活動にご理解ご協力いただきあり

がとうございます。 

この度６月３日（水）よりバトントワリングクラブの授業を再開致します。下記の内容で

ご参加の方お願い致します。 

 

記 

 

・授業日程について 

６月３日（水）～  

開講日： 水曜日・金曜日 

開講時間：幼稚園クラス      ・・・ 14:00～15:30 

小学生クラス A/B     ・・・ 15:45～17:15 

小学生クラス C1      ・・・ 17:30～19:00 

小学生クラス C2     ・・・ 19:15～20:45 

 

 

6月の授業の日程となります。 

※小学生は時間変更となっておりますのでお間違いの無いようよろしくお願い致します。 

※予定の受講曜日にお越しください。 

※振替は決定次第ご連絡致します。 

※クラス入れ替えのタイミングで換気・消毒等行います。 

※新型コロナウイルスの影響で変更等がありましたらその都度 HP にてご案内させて頂き

ます。 

 

 

 

 

以上 

  玉川文化センター   

     



株式会社 玉川文化センター会員各位               玉川文化 20-25 

令和 2年 5月 28日 

 

小学生以上クラスの分散登校日によって参加できない会員様の措置 

 

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。 

6月から授業開講にあたって小学生以上クラスの分散登校日によって参加出来ない会員様 

の救済措置は下記の通りとさせていただきますのでご確認下さい。 

分散登校日とクラブ授業時間が重なってしまった場合休会届けを文化センター受付までご

提出していただくことと上記理由をお伝え下さい。 

 

記 

 

救済措置  月会費 6月引落しあり、7月月会費 0円 

      分散登校日と重なり参加できない日がある際、休会届けを提出とその旨伝え

て頂くことで 6月分月会費の引き落としを 7月分月会費分とし 7月の引落し

をしない。 

また 7月の授業の分散登校がなくなり参加出来る場合は 6月に頂いた月会費

が 7月分となり参加して頂くことになります。 

さらに、6月参加出来る週もあるかと思います。その場合は 3月・4月分の振

り替えとして授業に参加していただくこともできます。 

 

 

その他  7月からも分散登校日が続く場合は弊社より HPでご案内させて頂きます。 

 

 

 

                                      以上 

                            株式会社玉川文化センター 

06-6836-3281 

 

 

 

 

 



玉川体操クラブ会員各位

令和２年５月

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。

６月より体操クラブの通常授業の再開を予定しておりますがコロナウイルス感染防止の為

練習時間・受講料の変更を行いますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

６月開講日・開講時間

曜日

火～金

土

火～金

土

３月・４月分振替授業（６月６日・１３日・２０日・２７日土曜日実施）

土A

土B

土C

土D

　　　・土C⇒年長クラス通常授業日の火・水の会員　・土D⇒年長クラス通常授業日の木・金の会員

・授業間はコロナウイルス感染・拡大防止の為換気・消毒を致します。

・健康管理の為自宅で必ず検温したうえでご参加下さい。

・37.5℃以上の発熱がある場合、体調不良（せき・鼻水等）の場合は必ず欠席して下さい。

・当面の間、保護者様の見学は感染予防のため実施致しません。

　　　　　　　玉川体操クラブスタッフ一同

体操クラブ開講日および時間・受講料変更のお知らせ

１４：００～１５：００

火～金

火～金

小学生クラス(３級~１級以上）

小学生クラス(10級~4級）

９：００～１０：００

１７：１０～１８：１０

９：００～１０：００

１６：００～１７：００

１４：００～１５：１５幼稚園年長クラス

幼稚園年中クラス

クラス 時間

6400円→6000円

7000円→6500円

6500円

金額

　　　・小学生クラスの３・４月振替授業は通常授業にてお振替下さい。

　　　・土A⇒年中クラス通常授業日の火・水の会員　・土B⇒年中クラス通常授業日の木・金の会員

１２：３０～１３：３０

１１：２０～１２：２０

１０：１０～１１：１０

幼稚園年長クラス

幼稚園年中クラス

１３：４０～１４：４０

 


