
時間 内容
8:30 アフタースクール到着

8:30−8:50 ⼿洗い、お仕度
8:50−9:50 朝の勉強時間
9:50−11:50 今⽇のP・A・L（AM）
11:50−12:45 お弁当またはPALランチ

13:00 お迎え

時間 内容
12:00 アフタースクール到着

12:00−13:00 お弁当またはPALランチ
13:00−15:00 今⽇のP・A・L（PM）
15:00−15:15 おやつ
15:15−16:15 ⼣⽅の勉強時間

16:30 お迎え

時間 内容
8:30 アフタースクール到着

8:30−8:50 ⼿洗い、お仕度
8:50−9:50 朝の勉強時間
9:50−11:50 今⽇のP・A・L（AM）
11:50−13:00 お弁当またはPALランチ
13:00−15:00 今⽇のP・A・L（PM）
15:00−15:15 おやつ
15:15−16:15 ⼣⽅の勉強時間
16:15−17:30 ⾃由時間
17:30−18:00 今⽇のまとめ
18:00−19:00 ⾃由時間

19:00 順次お迎え

お申込みは 町田ゼルビアスポーツクラブ pal@zelvia.jp  担当　渡邊・加藤まで
「ＰＡＬアフタースクール　2021 ウィンタースクール」参加者情報をお送りください。

PAL アフタースクール　2021 ウィンタースクール開催します！PAL アフタースクール　2021 ウィンタースクール開催します！PAL アフタースクール　2021 ウィンタースクール開催します！PAL アフタースクール　2021 ウィンタースクール開催します！
月 火 水 木 金

12/27 12/28 1/5 1/6 1/7

鶏そぼろ丼 PALランチ PALランチ PALランチ 七草がゆと豆腐ハンバーグ

650円 650円 650円 650円 650円

コンソメスープとクラッカー お菓子 フルーツ おにぎりとチョコレート 惣菜パン

鶏そぼろ丼作り 年賀状作り
杉山神社参り

羽子板と福笑い作り
富士山こどもの国で雪遊び

七草がゆと
豆腐ハンバーグ作り

別途かかる

費用 2000円

内容 クマ、ネコなどのセルクルを
使って鶏そぼろと炒り卵の2色
丼を作ります。
かわいいお顔ができたら食べ
るのも楽しいですね！

縦4㎝横5㎝程度の家族写真
をご持参ください。
ポストカードに寅の絵を描い
て、オリジナル年賀状を作成
します。

朝一番に初詣した後は
オリジナル羽子板とマグネット
福笑いを作ります。

1月7日は人日（じんじつ）の節句。
（別名七草の節句）
忙しく過ごした年末年始の
お腹をいたわる七草がゆを
食べましょう。
春の七草、言えるかな？

焚き火体験 イルミネーション見学 羽子板カップ
グラデーションキャンドルを

作ろう

別途かかる

費用 500円

内容
個別の焚き火台で、薪をくべ
て、火をおこします。
火を見ながらゆっくりおやつを
食べます。
火の扱いの注意点、後片付け
も学びましょう。

よみうりランドのイルミネーショ
ンを観に行きます。
※アトラクションには乗りません。

帰りはゴンドラに乗って駅まで
空中散歩。

羽子板大会！
優勝者には豪華？商品を
プレゼント！
参加賞ももちろんあります！

好きな色でキャンドルを作りま
す。

可 可 可 不可 可

PM

AM

ランチ

おやつ

半日選択

P・A・L

日帰りで雪遊びのできる
富士山こどもの国へ行きます。
いつもは朝とお昼の勉強を
するPALですが、この日は
特別！朝から雪遊びへGO！

集合時間：7:00
帰着時間：16:00予定
帰着後は成瀬会館にて休憩、
まとめをします。

片道2時間（休憩時間含む）、
実質遊び時間3～4時間程度
を目安に行動します。

最小決行人数5名

12/29
〜
1/4

冬
期
休

業
期
間

参加者⽒名

参加希望⽇

町⽥ゼルビアスポーツクラブ
会員登録 有 ・ 無 ※無の⽅は以下ご記⼊ください。

⽣年⽉⽇（学年） （ 年）

住所

保護者名
保護者連絡先

（昼間連絡つく番号）

〒

【参加者情報】

【参加費】

ウィンタースクールは PAL 非会員
でも会員でも 5歳から参加OK！

対象：5歳～小 6
各日定員：20 名

半日午前

半日午後 A

一日お預かり

4㎝横5㎝程度の家族写真

朝

板と

通常 家族割（⼀⼈当たり） 通常 家族割（⼀⼈当たり） 通常 家族割（⼀⼈当たり）

1⽇ 7,500 6,500 8,000 7,000 8,500 7,500
2⽇ 13,500 12,500 14,400 13,400 15,300 14,300
3⽇ 19,125 18,125 20,400 19,400 21,675 20,675
4⽇ 24,000 23,000 25,600 24,600 27,200 26,200
5⽇ 30,000 19,000 31,875 30,875

半⽇午前 8:30〜13:00 4,000 3,500 4,000 3,500 4,500 4,000
半⽇午後A 12:00〜16:30 5,000 4,500 5,000 4,500 5,500 5,000
半⽇午後B 12:00〜19:00 5,500 5,000 5,500 5,000 6,000 5,500

保険 1,000 1,000
登録カード 800 800

レギュラー会員 スポット会員 アフタースクール会員外

※PAL ランチは希望制です。希望されない方はお弁当をご持参ください。
※おやつ、P・A・Lの予定は変更する可能性があります、ご了承ください。
※半日選択『可』は、午前、午後 Aまたは午後 Bいずれかを選択できます。
　　午前：8:30 ～ 13:00　午後 A　12:00 ～ 16:30　午後 B　12:00 ～ 19:00　
※半日選択『不可」に該当する日は一日預かりのみとなります。
　お迎え時間が 19 時より前でも返金はございません。　一日預かり：8:30 ～ 19:00
※一日の流れは P・A・Lの内容によって変動します。ご了承ください。
※悪天候による屋外活動中止の場合はスクール会場内でのお預かりとなり、
　別の P・A・Lとなります。
※サークル PAL 会員及び 2021 サマースクールに参加されたアフタースクール
　会員外の方は保険・登録カード代はかかりません。

おやつ、P・A・L代込み（税込み）　「別途かかる費用」は下表に追加

追加日数


