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Aloha Winter Fun 2022 Application Form 

 

●Membership Status:  

□ I am a Member (会員です)   *下の枠内は、★マークの部分のみ記入して下さい。 

□ I am a not Member（一般申込です）全ての項目を記入して下さい。 
 

★Child’s Name(First Name/ Last Name)： 
 

★Child’s Birthdate(生年月日)：  
     

/              /              Age: (         歳) 

Child’s Name (漢字をお持ちの場合) ： 

 

Nationality(国籍)： 

 

★Custodial Parent’s/ Guardian Names(保護者氏名)： 
 

Address(現住所)： 

 

Telephone (電話番号)：  TEL (              )                     - 

 

Email address(メールアドレス) ：                          @ 

 

★●Does your child have any allergies, medical conditions, or physical limitations?  
お子様はアレルギー、持病または身体への制限がありますか？ ： 

❏Yes あります（                              ） 
❏No ありません  
 

★●May we have your permission to use your child’s photo on our homepage or 
social media? (当スクールのホームページ・ソーシャルメディア等でのお子様の写真・動画の使用につ

いて) ：    
❏Yes  ❏No   
 
★●Potty Trained? トイレトレーニングはお済ですか？：  ❏Yes  ❏No 
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Important Rules - ご参加頂くにあたってのルール 
 

1. Please be advised that ALOHA INTERNATIONAL SCHOOL reserves the right to use any 
photographs and/or video footage, taken in the school or outside while on school outing, for 

promotional purposes. These media may or may not include your child’s image, and may be 

used even after you stop attendance at ALOHA INTERNATIONAL SCHOOL.  

アロハインターナショナルスクールでは園内や、遠足時などの外出の際に撮影された写真やビデオを広告

の目的で使用することがありますのであらかじめご了承ください。取材の際に、お子様の画像が使用され

る場合がございます。また、写真は在籍中のみならず除籍後も使用することがございます。 

 

2. Please be advised that it is necessary for classes to leave the school grounds for up to, but 
not limited to, an hour, to go to the park or other appropriate community institutions within 

our neighborhood. クラスのアクティビティー上必要な場合、1 時間前後また場所によっては数時間程

度、公園や近隣の公共施設に行くことがあります。  

 
3. Tuition includes lunch/ dinner. プログラム参加費には昼食代/夕食代も含まれております。 

 

4. Children with food allergies may need to provide their own lunch/ dinner or supplement 

their lunch/ dinner. Please call for details. There is no discount or change in the tuition in this 

case. 食物アレルギーがあるお子様の場合、ランチはご自分でご用意して頂くか、アレルギー対象のメニ

ューの替えの物をお持ちいただく可能性があります。尚、この場合でもプログラム参加費は変わりません

のでご了承下さい。 

 

5. There are no refunds or make-ups for absences for any reason. If you are signed-up for late 

or early extended care, there is also no refund or make-ups for time lost by being late, or 

leaving early. お申込みされた週のプログラム期間内、如何なる理由でのご欠席、遅刻、早退につきまし

ても返金、または振替 等は行っておりません。 

 

6. Insurance is not provided for Winter Fun children. If needed, it must be purchased on your 

own. (except regular school, After School ADVANCE and BEGINNER) ウィンターファン期間中の

一時保険加入は出来ませんので、ご希望の方はご自身でご加入下さい。（以下の生徒は除く: レギュラー

スクール・アフタースクール アドバンス・ビギナークラス） 

❏Agree  同意する 

 
Application Date:          /          /            Parents:                                                  
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▼参加希望の日に✔を入れてご提出下さい	

 Members 12/26 & 27  
9:00am-2:00pm 

24mon - 6th Grade 

2 Days 
¥18,000 

Diaper pack ＋¥500 

DIY Snowman 

Candy Pot  

 Non-Members 12/26 & 27 
9:00am-2:00pm 

24mon - 6th Grade 

2 Days 
¥21,000 

Diaper pack ＋¥500 

DIY Snowman 

Candy Pot 

 Members 12/26  
9:00am-2:00pm 

24mon - 6th Grade 

1 Day 
¥9,500 

Diaper pack ＋¥500 

Elf on the shelf craft 

 Non-Members 12/26 
9:00am-2:00pm 

24mon - 6th Grade 

1 Day 
¥11,500 
Diaper pack ＋¥500 

Elf on the shelf craft 

 

Tuition includes snack and lunch. プログラム参加費にはスナック代・昼食代も含まれます。 

*おむつを着用しているお子様は別途¥５００/1日頂戴いたします。 

(オムツ・お尻拭き・ビニール袋・使い捨て手袋・おむつの処分費用込) 

 

 

 

Deadline - 申込受付締め切り日：2002.12.21(Wed) 

 
■振込先 お支払いは以下への銀行振り込みのみお受付いたします。 

金融機関名 千葉興業銀行 

支店名 千葉支店 (１１１) 

口座番号 １１７９６８６ 

口座名義人 Aloha
ア ロ ハ

 International
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

 School
ス ク ー ル

 

 


