参加申し込みについて

2021

●申し込み方法
1

Summer School

申込金（$100：チェックまたは現金）
と申込書を、 フレンズアカデミー事務局へ持参、
または郵送ください。
チェック宛名： Japanese Children s Society, Inc

2

3

受領後、①受領書、②納入用紙、③Emergency Form（緊急連絡用紙）・Consent Form（同意書）、④健康診断書 [※] を
郵送致します。
※ アメリカ国内の医師による診断書が必要です
②〜④は、残金と共に、参加週の２週間前の木曜正午までにご提出ください。

●参加に当たっての注意事項
❶ 参加の条件
年齢相応の発達段階にあることが
条 件となります。個別の対応が必
要となり、集団での活動に支障を
きたす場合は、活動の制限、停止、
早退などの対応を取らせていただ
くことがあります。詳細については
事前にご相談ください。

❷ 緊急時

❸参加に際して

緊急時に連 絡が取れない場合、園
職員が911に連絡の上、最寄りのセ
ントル ーク緊 急 病 院 (1111 A m sterdam Ave.)に搬送し、保護者
が到着するまで同行します。必要に
応じて緊急治療を受けさせます。

このパンレットに記載されているプログラムは現段階（2021年1月現在）
での内容となります。安全なサマーキャンプ開催のため、今後、新型コロナ
ウイルス感染拡大による影響から遠足や水泳教室開催の削減・制限・中
止、部門やクラス毎の参加定員等の制限・変更等が生ずる可能性がござい
ます。その旨を予めご理解の上で申し込みいただく様、お願い申し上げま
す。尚、NY州、NY市の行政指導によるキャンプ中止の際は申し込み金を
含む参加費全額を返金します。また、水泳等のプログラムの中止・変更に
ついては参加費の調整（一部返金）を行います。

＜キャンセル規定＞
●参加日25日前までのキャンセル
⇒参加費の20％を除いた額の返金

※納入期限までに納入がなかった場合は、自動的にキャンセルと
なります。
参加週の変更は、
$50/週の手数料が発生します。

●参加日18日前までのキャンセル
⇒参加費50％を除いた額の返金
●参加日まで11日を切ってのキャンセルは、返金できません｡

親子サマー

幼児サマー

小学生サマー

フレンズアカデミー サマースクール オンライン説明会のご案内
日時

2021年

2月 7日

場所

オンライン(MEET)

日 午後４時15分〜午後５時15分

参加無料

※当日は全体説明会及び各部門に分かれての説明会を実施。

オンライン 説 明 会 参加方法

お問い合わせ

ニューヨーク育英学園 フレンズアカデミー

FRIENDS ACADEMY of JAPANESE CHILDREN S SOCIETY
310 West 103rd Street, New York, NY10025

(212)935-8535

www.JapaneseSchool.org

(212)813-0122

friends.nyikuei@gmail.com

事前の参加申し込みは必要ありません。
当日、時間になりましたら右記のリンクからご参加ください。

ニューヨーク育英学園 フレンズアカデミー
FRIENDS ACADEMY of JAPANESE CHILDREN S SOCIETY

(212)935 - 8535

www.JapaneseSchool.org

親 子 サ マ ースク ー ル
期間

７月6日（火）〜８月20日（金）

親 子・幼 児
小学生
Toddler and me
Summer School

夏まつり
・夏祭りは2021年サマ
ースクールに1日以上

全７週間（火・水・木・金）1日単位の参加ができます

参加した方と、その兄弟

対象

１才から３才未満（参加日当日の年齢）のお子様とその保護者

が対象です

定員

各回７組（お子様1名につき保護者１名）※最小催行3組

時間

１回＄46

主な活動内容

参加費

午前10：00〜午前11：30

8月6日（金）
午前10：00〜

自由な活動、
運動、歌、製作、読み聞かせ、おやつなど。

幼 児 サ マ ースク ー ル
期間

・保護者の引率が必要です

７月5日（月）〜9月2日（木）

小 学 生 サ マ ースク ー ル

Early Childhood
Summer School

期間

全９週間（土日休み）
対象

満３歳（参加時）〜2016年４月1日生まれ

定員

各20名程度（①未就園・年少クラス・②年中・年長）
※トイレトレーニング済
※ダイパー（トレーニングパンツ等）着用不可

時間

午前９：30〜午後３：30

全５週間（土日休み）

水泳（年

長）あり

対象

2009年４月２日〜2015年４月１日生まれ

定員

18名程度（９名X2クラス)

時間

午前９：30〜午後３：30

※早朝預かり（８：30〜９：30）
※延長預かり（3：30〜６：００）

※早朝預かり（８：30〜９：30） $4/15分
※延長預かり（3：30〜6：00） $4/15分

※年少・年中のクラスには午睡（身体を休める時間）の時間
があります。
※遠足参加者は４歳以上（トイレトレーニング済み）のみ。
３歳未満児は園でウォーターテーブル水遊びや外遊び。

主な活動内容

日本の伝統文化をテーマに活動します。夏祭り、染色、紙漉き、
日本の遊びなど様々な体験をします。

8月2日（月）〜9月2日（木）

$4/15分
$4/15分

日本の伝統 文化を体験します。日本 各地の
伝承遊び歌、製作、理科実験、水泳、夏祭りな
ど様々な体験を通して、日本語の学習をしま
す（話す・聞く・読む・書く）。

※年長児は水泳があります。

時

間

時

内容
早朝預かり
朝の受け入れ

10：00-10：20

朝の集い

10：20-11：30

午前の活動

11：30-12：00

昼食

12：00-12：30

自由遊び

12：30-2：15

午睡
（年少中)

2：15-3：20

活動

午後の活動/水泳
（年長）

3：20-3：30

帰りの集い

3:30

降園(水泳参加者は3:45)

3：30-6:00

延長預かり

活動スケジュール

活動スケジュール

8：30-9：30
9：30-10：00

間

内容

8：30-9：30

早朝預かり

9：30-9 : 40

朝の受け入れ

9 : 40-10：00

読書タイム

10：00-10：10

朝の会

10：10-11：20

活動の時間①

11：30-12：20

活動の時間②

12：20-12：40

昼食

12：40-1：00

昼休み

1：00-3：20

活動の時間③・水泳

3 : 20-3 : 30
3：30
3：30-6:00

帰りの会
下校(水泳の日は3:45)
延長預かり

Youth
Summer School

