
2020年11月吉日

運動スクール みらスポ　保護者各位

特定非営利活動法人 みらいつむぎLab

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は当スクールを御利用いただき御厚情のほど、心より御礼申し上げます。

このたび、運動スクール みらスポ各教室におきまして、以下のように開催コース・時間等の変更をさせていただきます。

内容についてのご不明な点、ございましたら教室送迎時・メール・LINE等でお気軽にお問い合わせください。

変更に伴い、よりお子様の運動が好き、上手になるという目標に向かって運営してまいります。引き続きのご利用のほど、よろしくお願いいたします。

１．みらスポ  ”体育コース” の新設（久が原・下丸子教室）

《内容》　体育パート（マット・跳び箱・鉄棒）とみらスポ パート（走運動・ボール運動・縄跳び）の種目をそれぞれ1か月に1種目ずつ行います。

　　　　　 みらスポコースで行っている、コア・ジャンプトレーニングやコーディネーション運動の時間は各パートの補助運動として時間を短縮して実施。

　　　　　 定員は体育の運動指導の効果を上げるために少人数制（8名）にて実施します。

《実施時間》　60分　　《対象》小学生　　《定員》8名　　《会費》8,800円＋税

２．みらスポ ”ジュニア２（中級）” コースの新設（武蔵新田教室）

《内容》　現在、実施しているみらスポの中級コースの新設となります。みらスポの運動に慣れている参加者を対象に、運動種目の難易度と

　　　　　 運動量を高くした内容で実施します。

《実施時間》　75分　　《対象》小学生（コーチと相談の上決定）　　《定員》10名　　《会費》8,800円＋税

３．みらスポ ”キッズ（幼児）コース” の時間・対象年齢・月会費変更（全教室）

《内容》　現在のみらスポ キッズコースの運動軸（ボール・かけっこ・マット等）はそのままに、楽しく体を動かす事をメインの目的として練習します。

　　　　　 集中して運動に取り組めるように一部の運動を短縮し60分とし、月会費は7,200円へ値下げし、対象年齢は4歳からへ変更となります。

《実施時間》　60分　　《対象》4歳～小学1年生　　《定員》8名　　《会費》7,200円＋税

４．下丸子教室 金曜クラスの閉講　ならびに　久が原教室 金曜日クラスの開講

諸般の事情により、誠に申し訳ございませんが、下丸子教室の金曜クラスを閉講とし、久が原教室の金曜クラスを開講させていただきます。

尚、閉講に伴い他曜日への変更希望の方は変更手数料なしで変更可能となります。

５．週2回利用割引のご案内（5名限定募集）

《内容》　週2回受講の方は2種目目の月会費の半額を割引いたします。

例：みらスポ ジュニアコース＋体育コース参加の場合　8,800円＋4,400円（通常8,800円の半額）＝13,200円₊税 となります。

※先着5名人数限定募集となります。※コースを退会いただくまで永久に半額割引いたします。

※同一曜日に2クラス受講も対象となります。
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６．開催コース時間帯の変更・変更手続き（全教室）

コース内容・時間の変更にともない、各教室の開催クラスを変更させていただきます。変更手続きが必要な方は以下お手続きお願いいたします。

《変更開始時期》　2020年2月より変更　　※下丸子教室金曜クラスは1月末をもって閉講
　 

《変更後内容》 《変更先クラス》

《変更手続き》　

　■手続き対象者／

　　・現年長の方（変更先をキッズかジュニアクラスから選択／みらスポ経験者はジュニアクラスをお勧めします）

　　・下丸子金曜日クラス在籍者の方

　　・武蔵新田ジュニアクラス在籍の年長～2年生でジュニア2クラスを希望の方（コーチと相談の上）

　　・変更先に体育コース・久が原金曜クラスを希望の方

　 上記以外の方は自動的に上表《変更先クラス》へ変更となります。

　■手続き方法／公式LINEかメールにて変更先の希望を送信もしくは、教室での届出用紙記入をお願いします。

　■記載内容／①お子様氏名　②教室　③コース（キッズ・ジュニア・体育）　④曜日　⑤時間　⑥その他申込事項

　■お手続き期間／ 2019年11月16日～12月31日 ※定員に達した場合は先着順とさせていただきます。

７．各種サービスについてのご案内

《縄跳び販売》

推奨なわとびの販売を行います。ご希望の方はご連絡ください。

・はじめてのとびなわ／4歳～小学1年生用／価格:990円（税込）

・とびなわ21／1年生～3年生用／価格770円（税込）

《荷物保管サービス／久が原教室のみ》

・内容／室内シューズや縄跳びなどを教室内で保管いたします。

・保管方法／30㎝×40㎝までの大きさの袋を準備いただき、袋の中に入るものを教室内で保管します。

・料金／月額 550円（税込）

※教室の営業時間外の荷物の出し入れはできません。ご了承ください。

《麦茶販売／久が原教室のみ》

・500mlペットボトルの麦茶を販売します。

・料金／100円（税込）  荷物保管サービス利用の方は　月額330円（税込）

※冷蔵スペースに限りがあるため、常温でのお渡しになることもございます。ご了承ください。 

※荷物保管サービス利用の方で麦茶月額購入の方は利用時に1本お渡しします。欠席時・他教室への振替時にはお渡しできません。

《早期入館・退館延長サービス／久が原教室のみ》

・内容／通常開始10分前入館・終了5分後までに退館のところ、早期に入館または退館を延長し施設内でお待ちいただくことが可能です。

・利用時間／　早期入館 16:15～17:40　退館延長 17:35～18:50　　　※早期入館か退館延長いずれかをお選びいただきます。

・料金／月額1,100円（税込）

※運動を実施する室内の壁側に座卓を設置します。座卓でおやつを食べたり宿題などをして待機していただきます（おやつは各自持込）。

※スペースの関係上、早期入館・退館延長それぞれ各曜日4名様までとさせていただきます。

※振替時は空き状況により利用できない場合があります。

※待機時にスタッフ・コーチが個別に対応することはできません。ご了承ください。

はじめてのとびなわ とびなわ21

曜日 時間

火 15:45～17:00
現年中 ⇒ 火 キッズ

現年長 ⇒ 火 キッズ or ジュニア

現1年生以上 ⇒ 火 ジュニア

水 15:20～16:35
現年中 ⇒ 水 キッズ

現年長 ⇒ 水 キッズ or ジュニア

水 16:40～17:55 現1年生以上 ⇒ 水 ジュニア

金 15:45～17:00 他クラスへの変更希望を手続き

木 15:45～17:00
現年中 ⇒ 木 キッズ

現年長 ⇒ 木 キッズ or ジュニア

木 17:05～18:20 現1年生以上 ⇒ 木 ジュニア

月 15:45～17:00
現年中 ⇒ 月 キッズ

現年長 ⇒ 月 キッズ or ジュニア

月 17:05～18:20

現年長～2年生 ⇒ 月 ジュニア1

現3年生以上 ⇒ 月 ジュニア2

※年長～2年生でジュニア2希望

者は個別相談

※赤字の方は変更手続きが必要となります。

変更先クラス
現在クラス

教室

武蔵新田

教室

久が原

教室

下丸子

教室

教室 コース 対象(2020年4月) 曜日 定員 会費

火 15:15～16:15

水 15:40～16:40

火 16:20～17:35

水 16:45～18:00

体育 小学生 火 17:40～18:40 60分 8名

キッズ 4歳～小学1年生 木・金 15:15～16:15 60分 8名 7,200円₊税

ジュニア 小学生 木・金 16:20～17:35 75分 10名

体育 小学生 木 17:40～18:40 60分 8名

キッズ 4歳～小学1年生 月 15:10～16:10 60分 8名 7,200円₊税

ジュニア1 小学生 月 16:15～17:30 75分 10名

ジュニア2 中級者（要相談） 月 17:35～18:50 75分 10名

※対象の年齢・学年は2020年4月時点となります。
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