２０１９年度 冬休み短期コース開催日程
【日

程】

【時

間】

【参 加 費】

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

2018年12月22日
2018年12月26日
2019年 1月 4日
2019年 1月 9日
2019年 1月14日

(土）～
(水）～
(金）～
(水）～
(月）～

2018年12月24日
2018年12月29日
2019年 1月 7日
2019年 1月12日
2019年 1月17日

定員８０名

(月）３日間
(土）４日間
(月）４日間
(土）４日間
(木）４日間

１０：００～１５：００（１時間休憩あり）
第１回
（３日間） お弁当付き22,500円 / お弁当持参21,000円
第２回～第５回（４日間） お弁当付き29,200円 / お弁当持参27,200円
＊参加費に含まれるもの～講習代、リフト券代、傷害保険代、お弁当代（お弁当付きをお申し込みの場合）
、
国際スキー技術検定受験料（合格の際は別途認定料（バッチ代）をお支払いいただきます。検定は第 1 回～第 5 回の最終日に行います。
）

【募集対象】

小学生・中学生

【持 ち 物】

スキー用具一式（スキー・ストック・スキー靴）、手袋、予備手袋、ゴーグル、ネックウォーマー、帽子又はヘルメット、
飲み物、おやつ、お弁当（お弁当持参でお申込の方）等。＊期間中スキー、ストックはお預かり致します。

ご確認事項

必ずご一読ください

■参加に際して/スキーに適した服装でご参加ください。持ち物には全てお名前をご記入ください。金銭
及びゲーム等は紛失、盗難等のトラブルの元になりますので持たせないでください。開催中の見学同伴（
保護者、小学生未満のお子様等）は、安全上お断りしております。スキートレーニング中の活動や、集団
生活に支障をもたらす可能性があると思われる行動、アレルギーや疾病、疾患、心身の障害がある場合
は、申込み前にご相談ください。あらかじめご相談が無かった場合、担当スタッフが実施困難であると判
断した際には、参加をご遠慮いただく場合がございます。プログラムの趣旨に著しくそぐわない行為があっ
た場合、他の参加者に迷惑をかける悪質な行為を繰り返した場合など、担当スタッフが必要であると判
断した際には、開催途中であっても、当該参加者に帰宅していただく場合がございます。すべてのプログ
ラムは、天候、参加者数、その他の理由により、中止、場所の変更が行われる場合がございます。悪天
候等により、やむをえず中止、中断した場合、原則として参加費の払い戻しはいたしませんので予めご了
承ください。参加中に撮影された写真は、今後パンフレット等に使用させていただく場合がございます。使
用をご希望されない場合は、お申し付け下さい。安全には充分配慮しておりますが、プログラムの目的に
反するような過度の安全対策は講じておりません。万が一事故が発生した場合には、当方に 重大な過
失がある場合を除いて一切の責任を負いかねますので、参加者ご本人の体調、体力をご考慮の上、無
理のない範囲でのご参加をお願いいたします。万が一の事態に備えて、全てのプログラムで傷害保険に
加入しております。保障内容は、治療費の全額が保障されるものではなく、治療日数に対して一定額の
保険金が支払われる保険です。
■送迎バスについて/無料送迎いたします。送迎ルートがございますので、ホームページ及びお申し込み
時にご確認ください。乗車場所に関してはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
集合・解散にあたり保護者の送り迎えをお願いいたします。乗車場所には発車時間の５分前迄にご集合く
ださい。尚、交通事情により運行時間に誤差が生じることもあります。交通事故に関しては加入している自
動車保険の限度額を超える傷害については責任を負いかねますのでご了承ください。
■キャンセルについて/お申込後にキャンセルさせる場合は、実施日７日前迄は手数料（2,000円）をご
負担いただきます。６日前から２日前迄は50％、前日は70％、実施日以降は100％のキャンセル料をご
負担いただきます。

サッポロモイワジュニアスキークラブ
〒００５-０８３２札幌市南区北ノ沢１９０４-５９

http://www.sapporomoiwajsc.com

お申込方法
■お電話又はWEB（ホームページ)からご予約ください

℡ 011-572-2696

ホームページ http://www.sapporomoiwajsc.com

■電話申し込みの流れ/お電話でのお申込後、参加申込書の郵送（ご提出）、ご入金
の確認をもちまして予約完了とさせて頂きます。
■WEB申し込みの流れ/ホームページからお申込後、ご入金の確認をもちまして予約
完了とさせて頂きます。
＊電話予約、ホームページからの予約のみでご入金の確認ができない場合は、予約を
取り消しさせて頂くこともありますのでご注意ください。
＊お申し込み後、当クラブよりご送付する書類はございません。
■ご入金方法/指定口座になるべくお子様の名前でお振込みください。
尚、お振込みの控えをもちまして領収書と代えさせていただきます。
■お振込先/他コース（冬休み短期コース以外）のお振込先とは異なります。ご注意ください！
ゆうちょ銀行からは
口座番号 ゆうちょ銀行 02720-9-84911
口座名称 トクヒ）サッポロモイワスポーツクラブ
ゆうちょ銀行以外から
店
名 ゆうちょ銀行 二七九店（ニナナキユウ店）
口座番号 当座預金0084911
口座名称 トクヒ）サッポロモイワスポーツクラブ

ご予約お問い合わせは

TEL&FAX:011-572-2696
またはホームページからお申込みください
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