Spring Camp 2020
スプリングキャンプお申込案内
春休み期間中に英語による短期保育プログラムを開催します。
流行の映画をテーマに、ダンス、製作、歌、クッキングなどをおこないます。
料

The Incredibles

テーマ

『インクレディブル』

日

程

3 月 16.17.18.19.20.23.24.25.26.27 日

時

間

9：00～14：15 まで

参加費（1 日あたり）

900B

バス代（1 日あたり）

往復 195B/片道 98B

チャイルドシート（10 日間合計）

250B

お申込方法について

お申込（外部生）

お申込（在園児、在園児兄弟）
＜

金

受付期間：2 月 17 日（月）～2 月 28 日（金）＞

申込用紙に必要事項を記入の上、事務までご提出ください。
予約申込完了後、振込用紙添付の請求書を配付いたします。

＜受付期間：2 月 26 日（水）～2 月 28 日（金）＞
※受付時間：午前 9 時～午後 3 時 30 分まで
申込用紙に必要事項を記入の上、下記の書類と併せて事務までご提
出ください。
・キャンプ申込用紙
・送迎バス申込用紙（バス利用者のみ）

お支払い

・両親と参加園児のパスポートコピー（顔写真ページ）各 1 部※
・参加者保険証のコピー1 部
・証明写真（両親、園児各 2 枚）※
※パスポートコピーと証明写真は初めて参加される方のみ

銀行振込または現金
請求書記載の支払い期限までに参加費をお支払いください。
期限内にお支払いがない場合は予約は無効になりますので、ご注意
ください。
※ATM やネットバンキングから入金された場合は振込控えをご提
出ください。※領収書は 3 月 9 日（月）に配付します。

お支払い
申込時に現金でお支払いください。
（クレジットカード、小切手は利用できません。）

バス運行時間表・キャンプスケジュール・給食献立表メール配信
3 月１１日（水）に E メールにて①バス運行時間表 ②キャンプスケジュール ③給食献立表を送信します。
外部の方はお申込み完了後に園のメールアドレス kirakirakidsth@gmail.com 宛てに、件名「キャンプ（お子様のお名前）」を入力し送信
してください。１１日過ぎてもメールが届かない場合は、事務までお問い合わせください。

※キャンプのお申込みに関する各種用紙は、園のホームページからダウンロードできます。http://www.kirakirakids.ac.th/
1.参加条件
３月２３～２７日の５日間は参加必須となります。途中参加の場合は、１６～２３日の希望する開始日からキャンプ期間の最終日（３月２７日）まで
お申込ください。都合により申込み期間の途中や後半に参加できない場合は欠席として扱い返金やその分を差し引いてのお申込みはできません。
2.キャンセル、返金について
返金を伴うキャンセルは、3 月 10 日（火）午後 3 時 30 分までとなります。
返金を希望する場合は、期日までに園発行のキャンプ領収書（原本）と返金の振込先詳細を園にご提出ください。
なお、返金可能期日以降のキャンセルは返金できませんので、あらかじめご了承願います。
園の都合による休園等でキャンプが中止となる場合も、返金には領収書原本が必要となりますので必ず保管してください。
3.送迎バスについて
送迎バスはキャンプ参加開始日と同じ期間お申込ください。送迎バスの利用開始日が違うなど、バスの一部利用は受け付けておりません。
乗車しない日の分を差し引いてのお申込はできませんのでご注意ください。また、バスの乗車時間や運行ルートのアレンジは一切できません。
バス・自己送迎いずれの場合でも規定のお迎え時間に遅れた場合は延長保育料がかかります。（３０分毎に５０バーツ）

Spring Camp 2020

Camp Fee

Theme

“The Incredibles”

Schedule

March 16.17,18,19,20,23,24,25,26,27 (10 days)

Time

From 9:00 AM – 2:15 PM

Enrollment Procedure
Kira Kira Students, Siblings

< Enrollment Dates February 17 until 28>
- Fill up the application form.
- Submit it to the office.
- Pay the camp invoice issued by the school in the bank.

Tuition (per day)

900B

Bus Fee (per day)

2-way 195B / 1way 98B

Child Seat

per student 250B

Outsiders
< Enrollment Dates February 26 until 28>
*Office Hours 9:00 AM – 3:30 PM
Fill up and Submit the following document’s to the office.
- Application form.
- Bus Registration Form (If you need)
- Copy of Passport* (Student and Parents with photo pages)
*Only for first time enrolles.

Method of Payment
Pay by Bank or by cash
*If you fail to pay at the end of the payment period, your
reservation will be cancelled
Receipt will be sent out March 9.

Method of Payment
By Cash (No Credit card / Debit card)

Bus Schedule・Camp Schedule・Lunch Menu will be sent out by Email

Please email your child’s name at kirakirakidsth@gmail.com immediately after you enrolled.
On March 11, all Camp Information (Guidelines, Bus schedules, Lunch Menu, and actual Daily Schedule will be emailed to all
students (Kirakira Kids and Outsiders). If you don’t get any email, please call the office immediately.
*The Camp Application Form and all Camp Information can be downloaded from our website: http://www.kirakirakids.ac.th/
1. Camp Attendance
The minimum days that a student can join the Spring Camp 2020 is 5 days. If your child is enrolled from the 1st day to the 6th day of the camp,
st
you will start paying the fee on the 1 day of attendance plus the rest of the fees for the whole program. But if your child’s starting date of
rd
rd
th
attendance is on the 3 day of the camp, you will just start paying the fees from the 3 day to the 10 (last) day of the camp.

2. Enrollment Cancellation
If your child cannot attend the camp, you can request for a refund after you enrolled until March 10 (until 3:30pm only). No request for refund
for whatever reason will be accepted after March 10.
ORIGINAL RECEIPT is needed to claim it.

3. Bus Service
If your child will be using the bus, he/she must start using it on the first day of his/her camp attendance.
No other arrangements will be accepted afterwards as this will disrupt the sitting arrangement and capacity of the bus.

If you will be late for pick up time, payment for extended service hour will be occurred.(50B for each 30 min.)

