
月 火 水 木 金

3/27 3/28 3/29 3/30 3/31

ＰＡＬランチ ＢＢＱ ＰＡＬランチ レストラン ＰＡＬランチ

650円 800円 650円 650円 650円

肉まん チョコ ミニおにぎり 惣菜パン フルーツゼリーとクッキー

秘密基地作り① フィールドアスレチックに行こう ジェスチャークイズ大会
ゼルビアレディースと
サッカーで遊ぼう

ダンス系ユーチューバーになろう

別途かかる
費用 400円

内容
ＰＡＬに常設を目指す！
竹や木を使った本格ＰＡＬ秘密基
地の土台を作ります。

グループに分かれてジェスチャー
クイズ大会！
自分たちでお題を考え、フリップ
ボードに問題を書きます。
ジェスチャーを多く解けるのはどの
グループかな？

町田ゼルビアレディースの選手達
と一緒に人工芝でサッカーをしま
す。
遊びの最後にはミニゲーム！
たくさん動いた後は選手達と一緒
に楽しくランチ♪

簡単なダンスに挑戦！みんなの
かっこいいダンスを一つの動画に
仕上げてＹｏｕＴｕｂｅにアップしよ
う！
※閲覧は限定公開設定にするの
で、ご安心ください。

手話を体験 ＰＡＬカレンダー作り 秘密基地作り② 会議ごっこ

別途かかる
費用

内容
手話で自己紹介にチャレンジ！
自分の名前って、手話でどうやる
のかな？

ＰＡＬのお部屋に飾るカレンダーを
作ります。みんなで月ごとのイベン
トにピッタリの絵を描いて一年を楽
しく過ごせるようにしよう！

秘密基地作り①の続き。
少しずつ出来上がっていく秘密基
地。春休み中に完成するといいな
～

一つのお題に対し、会議を行いま
す。自分の考えを人に伝える、話
を聞く練習って実は楽しい！

可 不可 可 可 可

4/3 4/4 4/5

ＰＡＬランチ ＰＡＬでタコス 手作りおにぎり弁当

650円 650円

手裏剣クッキー 野菜スティックとソーセージ 桜餅

殺陣（たて）ごっこ 秘密基地作り③ おにぎり弁当作り

別途かかる
費用 500円

内容

柔らかい剣を使って殺陣ごっこ。
まずは動画で研究。。。。
その後は自分の思うかっこいい殺
陣を練習だ！

秘密基地作り②の続き。
少しずつ出来上がっていく秘密基
地。
ペンキ塗りまで進んでるといいな～

自分でおにぎりを握って
おかずを作って、盛り付けにチャレ
ンジしよう

手裏剣クッキー作り 謎解きＰＡＬ お花見

別途かかる
費用

内容

殺陣と言ったら、侍。侍と言ったら
忍者（？）
自分で作る手裏剣クッキーをおや
つに食べるよ。

成瀬会館の敷地全部が謎解きエリ
ア。君は答えにたどり着けるの
か！？
たどり着いたらお宝ゲットだぜ！

午前中作った自分のお弁当を持っ
て、ＦＣ町田ゼルビアクラブハウス
のある三輪緑山へお花見に行きま
す。

可 可 可

【写真・動画撮影およびデータ共有について】

【お問合せ先】　町田ゼルビアスポーツクラブ　担当：渡邊・清水

メール：pal@zelvia.jp　　　電話：044-578-1977（平日11時～18時）

PALアフタースクール★2023スプリングスクール

ランチ

おやつ

P・A・L

AM

PM

フィールドアスレチック横浜つくし野
コースへ行きます。

お昼ごはんはみんなでＢＢＱ。
屋外で思いっきり遊びつくそう！

※雨天時は成瀬会館にある道具を
アスレチックの代わりになるように
設置し、障害物競走遊びをします。

ＢＢＱは軒下で行います。

半日選択

ランチ

おやつ

P・A・L

AM

PM

半日選択

PALアフタースクールでは、活動中写真及び動画撮影を行います。
撮影については参加申込書の下方にございます「撮影を許可する・しない」の欄および「データを希望する・しない」の欄に必ずご記入をお
願いいたします。
データを希望される方は参加者1名につき500円別途かかります
★撮影をご希望されない方★
　撮影の際に映り込みが無いようにし、映り込んでしまった写真等の共有しないこととします。
★撮影を許可・データの共有をご希望の方★
　googleフォトでの共有となります。全ての日程終了後、日付毎にアルバムを作成し、参加された日のアルバムのリンクアドレスをお知らせ
いたします。
　なお、共有する写真は以下の注意事項をご確認、遵守にご協力いただきますようお願いいたします。
　①　データはご家族内のみの共有とさせていただきます。
　②　メール添付およびSNS記事アップ等不特定多数の閲覧者への発信は禁止とさせていただきます。
　③　データを使用した営利目的の印刷物等の作成は禁止とさせていただきます。
　④　データ内のご家族以外のお子様が映っている写真等を使用した印刷物等の作成は営利目的外のものであっても
　　禁止とさせていただきます。
　上記の注意事項について違反を発見した場合は本サービス停止となり、違反者は以降のアフタースクールの参加に
　ついても禁止を想定しております。

★料金一覧★

※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。 

【キャンセルについて】
やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は「お問合せ先」までお知らせく
ださい。

■キャンセルポリシー
お申込み頂いたイベントをキャンセルされる場合は、本イベントキャンセルポリ
シーに基づきキャンセル料が発生いたします。申込前に必ずご確認ください。
■申込者によるキャンセル
以下のパーセンテージで指定口座へ返金します。※返金手数料1,000円
①申込全日程キャンセル
・イベント初日8日前：100％（手数料を引いた全額返金）
・イベント初日4～7日前のキャンセル：参加費の80％
・イベント初日2日前～4日前のキャンセル：参加費の 50%
・連絡なしの不参加及びイベント開催初日：返金無し
②申込日程の一部をキャンセル（参加日数を減らす）
・イベント初日前日までのキャンセル：参加費を再計算し、元の参加費から再計
算からの差額を①の計算に準じて返金
・イベント初日後のキャンセル：参加費再計算及び返金無し
■天災等におけるクラブからの開催キャンセル
・参加イベント日数で参加費を当分し、未開催分全額より振込手数料1,000円を
引いた額を指定口座へ返金いたします。



一日 午前 午後A 午後B 一日 午前 午後A 午後B 一日 午前 午後A 午後B 一日 午前 午後A 午後B

一日 午前 午後A 午後B 一日 午前 午後A 午後B 一日 午前 午後A 午後B 一日 午前 午後A 午後B

〇

【参加者情報】

参加者氏名

1日 生年月日

2日 学年

3日 有　　・　　無 （詳細）

4日

5日 はい　　・　　いいえ

6日

7日 【保護者情報】

8日 保護者氏名

午前 日中の連絡先

午後A 写真撮影許可 許可する　　・　　許可しない

午後B 希望する　　・　　希望しない

【参加における承諾】

１．　町田ゼルビアスポーツクラブは、お預かりした個人情報について、当該イベントの運営のみに利用し、適正かつ安全に管理・運用することに努めます。

２．　別紙「サークルＰＡＬ参加における注意事項」を読み、遵守します。

３．　申込の前に別紙にある【キャンセルについて】を確認します。

１から３の項目を確認、承諾の上スプリングスクールへ参加します

保護者署名

【申込の流れ】
①pal@zelvia.jpへ記入された本紙の写真データを添付して3月19日までに申込
②事務局より参加費合計及び参加の持ち物等の詳細を返信
③返信メールにある口座へ参加費を3月22日までに振込
④申込完了→参加

PALアフタースクール★スプリングスクール　参加申込書

月 火 水 木 金

参加希望日に
○してください

PALランチ
希望の場合○

3/27 28 29 30 31

朝・夕時間外

保護者お迎え時間

記入例4

参加希望日に
○してください

備考

4/3 5

PALランチ
希望の場合○

〇

朝・夕時間外 8時に行きます

保護者お迎え時間 18:30頃

写真データ希望

※昼食、おやつを提供します。食物アレルギーのある方はお弁当をご持参ください。おやつは相談させてください。

※有料（500円）。データはグーグルフォトにて共有します。

町田ゼルビアスポーツクラブ会員ですか？

アレルギー有無

※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。
※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会場内でのお預かりとなり、別のP・A・Lとなります。

【参加費】

アフタースクール会員 一般

レギュラー スポット 長期休暇登録無 長期休暇登録有

備考 祖母が迎えに行きます

一日

7,500 8,000 8,500 8,200

13,500 14,400 15,300 14,900

19,125

38,675 37,775

38,400 40,800 39,800

28,125

一日

★長期休暇登録は、2022ウィンタースクールまでに登録、参加された方を対象とします。
2022年度に長期休暇イベントに参加していない方は長期休暇登録有りの料金とし、別途保険料1,000円
がかかります。
★ご家族で参加の場合は、参加費合計金額から2000円減額されます。

5,500 6,000 5,700

保険料 1,000

半日

4,000 4,000 4,500 4,200

20,400 21,675 21,175

24,000 25,600 27,200 26,600

5,000 5,000 5,500 5,200

5,500

34,125 36,400

30,000 31,875 31,175

31,500 33,600 35,700 35,075



サークル PAL 参加における注意事項 

 

 次の各号のいずれかに該当する方は、参加できません。 

① 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる方 

② 前号の者と何らかの関係を持つ方 

③ 感染症又は感染性のある疾患を有する方 

④ 筋肉の痙攣又は意識喪失等の症状を招く可能性のある疾患を有する方 

⑤ 医師から運動を禁止されている方 

⑥ その他、本体験の参加に適しない健康状態である方 

⑦ サークル PAL の円滑な運営に支障をきたすおそれのある方 

 

 保護者の方及びお子様は、スタッフの指示に従ってください。 

 

 保護者の方及びお子様は、サークル PAL の設備、器具又は備品を、その用法に従って適切に利用してください。 

 

 保護者の方は、自己の責任において、自己及びお子様の健康管理及び安全配慮等を行ってください。万が一、

自己又はお子様が参加に適しない健康状態である場合は、スタッフに対してその旨を申告するとともに、直ちに

参加を中断又は中止してください。これらの行為を怠ったことにより、保護者の方又はお子様の生命又は身体に

危険が生じた場合であっても、サークル PAL 及び運営法人であるＮＰＯ法人アスレチッククラブ町田は一切責任

を負いません。  

 

 保護者の方は、自己またはお子様の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、速やかに当該

損害を賠償しなければなりません。 

 

 保護者の方は、自己またはお子様の責めに帰すべき事由により、サークル PAL の設備、器具又は備品を損壊、

汚損又は紛失した場合は、スタッフに対し直ちに連絡するとともに、修復又は代替品の購入等、原状回復に要す

る費用を全額負担しなければなりません。 

 

 サークルPAL及びＮＰＯ法人アスレチッククラブ町田は、保護者の方及びお子様に生じた怪我又は事故、貴重品

又は手荷物等の損壊、汚損、紛失又は盗難、その他参加に際して発生した保護者の方及びお子様の損害等に

ついて、サークル PAL 及びＮＰＯ法人アスレチッククラブ町田に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を

負いません。 

 

 参加時、スタッフにより風景の写真・動画撮影を行う場合があります。撮影した内容は、ＮＰＯ法人アスレチックク

ラブ町田媒体に掲載される可能性があります。撮影及び掲載をご承諾頂けない場合は、事前にスタッフまでお申

し出ください。 

 

 保護者の方による写真・動画撮影は可能です。ただし、あくまでも個人的な記録の為のものとし、ブログ若しくは

SNS への投稿等の不特定多数への公開又は私的利用以外の目的での利用はご遠慮ください。 

 

以上 
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