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６月１１日（木）、７月１１日(土)は休館日のため、レッスンはお休みです。振替にてお願い致します。

コロナウィルス予防のため休講となった期間（1月分～4月分）の振替は9月クラスまで振替取得可能となります。

７月２３日(木)、２４日（金）は祝日ですが、通常通りレッスンを行います。

　　諸届締切日にご注意下さい。

【 レッスンスケジュール 】※■は担当変更クラス　

●諸届締切日　７月２６日（水）●

黒塗りは休館日・祝日となります。

●諸届締切日　６月２８日（日）●

４週目

１週目 １週目

３週目

４週目

２週目

３週目

２週目

テニススクールカレンダー ２０２０年６月～２０２０年７月

雨天中止情報のパソコンでのご確認は
http://www.joyful-athleticclub.co.jp/

上記のアドレスからトップページ内

「代行・テニス雨天中止情報」をクリックして下さい。

携帯電話でのアクセスはこちらからどうぞ⇒

時間 クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ 時間 クラス コーチ クラス コーチ

16: 00～ キッズ 笹原 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 齋藤 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 久保田 キッズ 吉田 9:00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 土田 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 廣瀬

17:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原 10:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 杉本 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 土田

ラリー 小林

17: 00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 斎藤 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 齋藤 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 久保田 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 渡邉

18:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 吉田 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 廣瀬 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 佐々木 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 土田 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 小原
ラリー 廣瀬 ラリー 渡邉 ラリー 渡邉 ラリー 渡邉 ラリー 吉田

18: 00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 杉本 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 廣瀬 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 杉本 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 土田 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 高橋 17: 00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 廣瀬

19:00 マスター 渡邉 マスター 佐々木 ラリー 財部 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 廣瀬 18:00 ラリー 寺内

マスター 久保田

日月 火 水 木 金 土



【 レベル 】

【　特典　】

　　・ご紹介者の方　⇒

　　・ご入会者の方　⇒

【 出席・振替について 】　

・雨天等により、コートコンディションが悪い場合レッスンは中止となります。

ＪＡＣ商品券1,000円分  プレゼント！

・中止の決定はレッスン開始の1時間前(9時クラスのみ30分前)を目安に行います。

・振替は、希望日のレッスン開始１時間前までに申込が必要です。

・スクールの進行・技術の習得・安全面等から、遅刻・早退はご遠慮ください。

０２９－８４２－８８３３

　・当クラブプロショップでのお買い物が、１０％ＯＦＦでご利用頂けます。

　≪紹介特典もあります≫　　　　　お友達やご家族をお誘いください！！
ＪＡＣ商品券2,000円分

　尚、バスのご予約は電話のみとなっております。

ジョイフルアスレティッククラブ土浦

　（雨天・祝日・休館日等で月に２回以上中止の場合、期限が1ヶ月延長となります。）

・振替の利用期限は、翌々月までとなります。お早目にご受講ください。

　ホームページもしくは、お電話にてご確認ください。

 プレゼント！

　振替当日のご連絡が無いお休みにつきましては、出席扱いとなります。

・私用でのお休みは、月に１回まで振替ができます。

・振替予約のキャンセルは、レッスン開始２時間前までにご連絡ください。

・振替をされる場合は、フロントもしくはお電話・WEBにてご予約下さい。

・祭日・休館日(毎月11日)のレッスンはお休みとなります。振替にてご受講ください。【　料金　】※10月より消費税法改正に伴い、金額が変わります(税抜表示）

中学生以上のお子様には･･･
中高生クラス、ソフトテニスクラス（中学生対象）もございます！！

●中高生クラス 月会費：８,５０0円
月曜日 19：00～20：30

●ソフトテニス 月会費：8,０００円
月曜日 17：30～19：00
月曜日・木曜日 19：00～20：30
土曜日 18：00～19：30
日曜日 16：30～18：00

18：15～19：45

☆入会時に必要な物☆
・事務手数料 3,000円 +税

・月会費 1.5※～2ヵ月分(クレジット払い不可) ※半月入会の場合

・金融機関口座番号

⇒2親等までの親族であればご本人様以外の口座で引き落とし可能です。

・口座届印

・本人確認書類(免許証や保険証)

※表示金額は全て税別表示です.

事務手数料 ３，０００円

月会費 ６，８００円

『テニスをたくさん練習したい』『いろいろなスポーツをやりたい』というお子様には・・・

【ジュニアクラブ】という制度があります。

　ジュニアクラブに登録すると、１種目追加毎に+２，０００円と、とってもお得です。

　テニス・スイミング・サッカー・キッドビクス・クラシックバレエ・体操教室・ヒップホップ・

　テコンドー・空手の９種目の中から、お好きな種目を追加できます。

種目数 月会費

２種目（週２回） ９，０００円

３種目（週３回） １１，０００円

４種目（週４回） １３，０００円

テニス週１回

アウトドアスクール 内容

キッズ
（４歳～未就学児）

（初心）

未就学児のお子様を対象に、ボールとラケットを使い楽しく遊びながらテニスの技
術を身につけ、基礎運動能力を高めます。

ビギナー１
（小学生～中学生）

（初級）

小・中学生を対象に、テニスの基本フォームを学びテニスに関する基礎運動能力を
身につけるクラスです。

ビギナー２
（小学生～中学生）

（初中級）

小・中学生を対象に、基本フォームを崩さずボールの弾み方を覚え簡単な試合が出
来るように指導するクラスです。

Ｊラリー
（小学生～中学生）

（中級）

小・中学生を対象に、ラリーを出来るようにするクラスで試合のやり方やポイント
の数え方を身に付けるクラスです。

Ｊマスター
（小学生～中学生）

（中上級）

小・中学生を対象に、対外試合に出場することを目的としたクラスで試合のマナー
やテニスに関するすべての技術習得を目指します。


