
月 火 水 木 金

＊　夏休みなどを利用して別会場での練習をする場合があります。

＊　小学生の練習時間や内容は曜日・学年によって違います。（ご注意ください）

＊　金曜日の3年生以上の練習は基本技術の習得を中心とした反復練習やミニゲームが中心の練習になります。

＊　飛び級制度について・・・本クラブでは4年生5年生を基本対象とした飛び級制度があります。

　　クラブが選出した選手を対象に上の学年で練習、試合を行うことがあります。

＊　お車でのお迎えに関しまして時間をずらしてのお迎えをお願いする場合がございます。

年少

年中

年長

注）　金額はそれぞれ週1回の金額と週2回の金額になります。

注）　現在週2回コースは開講しておりません

1年2年3年4年

5年6年

注）　金額はそれぞれ月4回　月6回　月8回の金額になります。

＊　小学生の練習時間は曜日・学年によって違います。（ご注意ください）

＊　17：30からの練習は雨天中止の場合があります。

＊　17：30の練習の雨天中止連絡は17：00までにHPとメールで連絡します。

＊　屋上コートの使用は17：00までとなります。雨天の場合17：00～17：30まではピロティや緑芝で練習します。

＊　土曜日 ・日曜日に練習試合・大会等が入った場合はチーム指定の服で活動してください。

＊　土曜日 ・日曜日に年長園児の試合が入ることもあります。（例年11月後半～3月末）

＊　土曜日 ・日曜日の試合に関して参加費を頂くことがあります。

＊　試合のお知らせは園児は手紙配布、小学生はHPとメールでご案内となります。

玉川文化センター

玉川学園Football　Club

5,000円・6,200円・7,500円

5,500円・6,700円・8,000円

14：00～15：30

きりん

受講料金

幼稚園児・保育園児対象

5,000円・7,000円

6,000円・8,000円

6,000円・8,000円

小学生対象

練習試合/リー
グ戦

5年　6年 × 17：35～19：30 × 17：35～19：30 17：35～19：30
リーグ戦/公式

戦

3年　4年 17：35～19：05 × × 15:55～17：25 17：35～19：00

11月頃～試合

1年　2年 15:55～17：25 15:55～17：25 × × 15:55～17：25 練習試合

年長 14：00～15：30 × × 14：00～15：30 14：00～15：30

×

年中 × 14：00～15：30 × 14：00～15：30 ×

年少 × 14：00～15：00 × × 14：00～15：00

玉川学園Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｌｕｂ　ご案内
練習曜日/時間

土日祝

保育園児
ぞう こあら

× ×
14：00～15：30 14：00～15：00



玉川書道教室会員保護者様

拝啓

＜お願い＞

※下記の確認書を３月７日（月）までに書道教室担当指導者へご提出ください。退会される方は

受付にて退会届の提出もあわせてお願い致します。その際各種手続き（３月末退会・４月休会・

４月他クラブ入会）は３月11日（金）午後６時までに玉川文化センター受付にてお願い致します。

玉川文化センター

０６－６８３６－３２８１

★４月継続します・・・・・・・・・・・・・・・・お名前

☆３月末退会します ・・・・・・・・お名前

きりとりせん

金額

4300円

2022年

２０２2年書道教室確認書

年中園児・年長園児

開講曜日・開講時間

来年度対象

お間違いのないようお願い致します。

１７：００入室が困難な方は田中先生までご相談ください。

小学生以上

敬具

１４：００～１４：５０

１５：００～（授業は入室から約50分）

記

※小学生以上入室時間は１５：００～１７：００までにお入りください。

書道教室確認事項

月曜日（時間）

　早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。保護者の皆様方におかれましては、

平素より玉川文化センターに格別のご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

　下記の内容が２０２２年４月からの確認事項ですので、各学年で開講時間及び金額をご確認の上、

（但し２０２２年の学年をご確認いただき、時間の間違いがないようお願い致します）



玉川バレエ教室会員保護者様

拝啓

　早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。保護者の皆様方におかれましては、

平素より玉川文化センターに格別のご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

　下記の内容が２０２２年４月からの確認事項ですので、各学年で開講時間と受講料をご確認の上、

お間違いのないようお願いいたします。

記

開講曜日・開講時間・受講料

（但し２０２２年４月の学年をご確認いただき、時間の間違いがないようお願い致します）

※来年度年長児は通常保育（１３：５０までの保育）の時は、その後にこにこクラブで

授業開始までお預かりいたします。この場合のにこにこ料金は徴収いたしません。

　但し、幼稚園短縮又は休園の場合は１５：３０までにお子様を幼稚園までお送り願います。

保育園児は時間の変更のみご確認下さい。

※継続をご希望の方は、手続きの必要はありませんが、時間をご確認いただきますようお願い致します。

※各種手続き（３月末退会・４月休会・４月変更・４月入会）は３月11日（金）午後６時までに

玉川文化センター受付にてお願い致します。

玉川文化センター

０６－６８３６－３２８１

2022年

バレエ教室確認事項

年中園児

小学５年生以上

小学１～４年生

年長園児
¥5,800

敬具

来年度対象 受講料月曜日（時間）

１８：３０～２０：００

１７：００～１８：１５

１５：３０～１６：３０

１４：００～１５：００

¥6,800

¥6,300



玉川ダンス教室会員保護者様

2022年2月吉日

拝啓

お間違いのないようお願いいたします。

開講曜日・開講時間

※来年度年長児は通常保育（１３：５０までの保育）の時は、その後にこにこクラブで

授業開始までお預かりいたします。この場合のにこにこ料金は徴収いたしません。

　但し、幼稚園短縮又は休園の場合は１５：３０までにお子様を幼稚園までお送り願います。

保育園児は時間の変更のみご確認下さい。

※継続をご希望の方は、手続きの必要はありませんが、時間をご確認いただきますようお願い

致します。

※各種手続き（３月末退会・４月休会・４月変更・４月入会）は３月１１日（金）午後６時まで

に玉川文化センター受付にてお願い致します。

玉川文化センター

０６－６８３６－３２８１

ダンス教室確認事項のご案内

２０２２年度

小学４年以上 １８：１５～１９：１５

小学１年～３年生 １７：００～１８：００

来年度対象 火曜日（時間）

年中 １４：００～１５：００

　早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。保護者の皆様方におかれましては、

平素より玉川文化センターに格別のご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

　下記の内容が２０２２年４月からの確認事項ですので、各学年で開講時間をご確認の上、

年長 １５：３０～１６：３０

敬具

（但し２０２２年４月の学年をご確認いただき、時間の間違いがないようお願い致します）

記



玉川英会話教室会員保護者様

拝啓

　早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。保護者の皆様方におかれましては、

平素より玉川文化センターに格別のご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

　下記の内容が２０２２年４月からの確認事項ですので、各学年で開講時間をご確認の上、お間違いの

ないようお願い致します。

開講曜日・開講時間

※来年度幼稚園児の後半クラスは幼稚園が通常保育（１３：５０までの保育）の時は、その後にこにこ

クラブで授業開始までお預かりいたします。この場合のにこにこ料金は徴収いたしません。

　但し、幼稚園短縮又は休園の場合は１５：００にお子様を幼稚園までお送り願います。

保育園児は時間の変更のみご確認下さい。

※現在と同じ曜日で継続をご希望の方は、手続きの必要はありませんが、時間をご確認いただきます

ようお願い致します。

※各種手続き（３月末退会・４月休会・4月曜日変更・４月入会）は３月１１日（金）午後６時までに

玉川文化センター受付にてお願い致します。

但し4月曜日変更をご希望の方は３月４日（金）までに下記の担当講師とご相談下さい。

※新年度教材費につきましては担当講師よりご連絡いたします。（12,782円）\

●各曜日講師にお問い合わせされたい場合は以下の連絡先にお願い致します。授業等で出れない場合

がありますが、その場合折り返しご連絡致しますので留守番電話にメッセージをお願い致します。

池口先生・・・０９０-２８２０-１６３６

慎先生・・・・０９０-２８２０-１６７４

川口先生・・・０９０-２８２０-１７８７

玉川文化センター

０６－６８３６－３２８１

17:30～18:20

16:20～17:10

15:00～15:45

新小学４～６年生

新小学１～３年生

14:00～14:45 14:00～14:45 14:00～14:45

18:40～19:40中学生

木曜日水曜日

幼稚園児

金曜日
受講時間来年度対象受講時間 来年度対象

17:15～18:0017:00～17:5017:20～18:10 新小学４～６年生

新小学１～３年生 新小学１～３年生16:00～16:50 16:10～17:00

新小学４～６年生 保育園児

16:20～17:10新小学１～３年生

来年度対象 受講時間

15:00～15:45 15:00～15:45

２０２２年度

幼稚園児 幼稚園児

火曜日

15:00～15:45

14:00～14:45

受講時間

記

英会話教室確認事項のご案内

敬具

来年度対象

保育園児

幼稚園児

2022年2月吉日



玉川体操クラブ会員保護者様

拝啓

ようお願い致します。

記

　開講曜日・開講時間・受講料
（但し２０２２年度の学年をご確認いただき、時間の間違いがないようお願い致します）

園児

※➀1・2年生で１級～３級のお子様は3年生以上の時間帯にお越しいただいても結構です。

※曜日による授業内容の変更はありません。

※小学生以上の方は、曜日選択ではなく月４回の回数選択となります。

＜小学生のご案内＞

　小学生は病気や私用で欠席された場合、2020年度までは月に１回のみ振替ができましたが、2021年度より

１～３年生も４年生以上と同様に月４回の回数選択となりましたので振替はございません。

　小学生のユニフォームは上のＴシャツのみ指定で、下は市販の短パン又は学校の体操服で結構です。

※継続をご希望の方は、手続きの必要はありませんが、時間と金額をご確認いただきますようお願い

致します。

※各種手続き（３月末退会・４月休会・４月変更・４月入会）は３月１１日（金）午後６時までに

玉川文化センター受付にてお願い致します。

・ご不明な点又はご相談がございましたら体操クラブスタッフにお気軽にお申し出ください。

受講料

月４回
開講時間

１６：００～１７：００

１７：１０～１８：１０

　９：００～１０：００

敬具

平素より玉川文化センターに格別のご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

２０２２年

新年長児

火曜日～金曜日（時間）

１４：００～１５：１５

１４：００～１５：３０

来年度対象

新年中児

　早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。保護者の皆様方におかれましては、

０６－６８３６－３２８１

※①１・２年生

※①１・２年生
火曜日～金曜日

３年生～中学３年生

体操クラブ確認事項のご案内

開講曜日 対象学年又は級

小学生以上

　下記の内容が２０２２年４月からの確認事項ですので、開講時間と受講料をご確認の上、お間違いのない

土曜日
３年生～中学３年生 １０：１０～１１：１０

¥6,000

2022年2月吉日

玉川文化センター

受講料

週１回

¥6,500

¥7,000



玉川バトントワリングクラブ会員保護者様

拝啓

違いのないようお願い致します。

開講曜日・開講時間 

※来年度より小学生クラスは学年ではなく、レベルにより受講時間を分けさせていただきます。

（現在のクラスから変更する対象者は四宮先生よりご連絡いたします。）

※現年長児は新1年生になる際、現在と同じ曜日（Ａ）（Ｂ）で受講していただきますので、変更

の手続きは必要ございません。

※小学生でクラス変更をご希望の方は、四宮先生にご相談ください。

※各種手続き（３月末退会・４月休会・４月変更・４月入会）は３月１１日（金）午後６時までに

玉川文化センター受付にてお願い致します。

玉川文化センター

０６－６８３６－３２８１

（A）１５：４５～１７：１５

平素より玉川文化センターに格別のご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

記

（C１）１７：３０～１９：００

（C２）１９：１５～２０：４５

来年度対象

園　児

初級・中級者クラス

上級者クラス

水

１４：００～１５：１５

２０２２年度

2022年2月吉日

金

１４：００～１５：１５

（B）１５：４５～１７：１５

敬具

　早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。保護者の皆様方におかれましては、

バトントワリングクラブ確認事項のご案内

　下記の内容が２０２２年４月からの確認事項ですので、各学年で開講時間をご確認の上、お間


