Winter Camp 2021
“Tinker Bell Secret of Wings”
1.室内遊び / ドラマ

日程 :

2.アート / クラフト

保育時間 :

9:00 AM – 2:15 PM

3.ミュージック

定員 :

１クラス-15 人～20 人

4.エクスペリメント

対象 :

最々年少～小学 5 年生

5.お外遊び / アドベンチャー

バス代

900B / 日

対象

受付期間

在園児

11 月 8 日から

在園児兄弟

11 月 19 日まで

往復 195B / 日

チャイルドシート(N1 のみ)
片道 98B / 日

必要書類

-申し込み用紙
-バス申し込み
-参加者保険証コピー1
部
11 月 22 日から
-証明写真*
（両親、参加者各 2 枚）
11 月 26 日まで
-パスポートコピー*
（E-mail）
（顔写真ページ
両親、参加者各１部）
★お申込み人数が定員に -渡航歴申出書*
達し次第、受付を締め切 （参加者１名につき各１
部）お申込み後に園より
ります。
E-mail にてお送りしま
す。

方法 1.Camp 専用の請求書に基づき支払う
申し込み用紙をご提出ください。
Camp の請求書を発行しますので請求書に基づきお支払いください。

在
園
児
及
び
兄
弟
関
係

方法 2.保育料に合算して支払う
申し込み用紙をご提出ください。
（請求書発行条件に✔をいれてください。）
保育料と合算した請求書を発行いたしす。
お振込み後は、課外の申込み書や金額詳細がわかる明細書（所定の用
紙はありませんので、メモで可）を提出またはメールしてください。

振込み
ホームページから申し込み用紙をダウンロードし E-mail にて
ご送付ください。 kirakirakidsth@gmail.com
Camp の請求書を発行し、PDF ファイルでお送りしますので
請求書に基づきお支払いください。

*は初参加の場合のみ。
園のホームページからダウンロードできます。

250B / 5 日

お支払い及びお申し込みの方法について

-申し込み用紙

※キャンプのお申込みに関する各種用紙は、

（2 歳～11 歳まで）

※参加人数によっては他学年と合同クラスとなる場合があります。

保育料（給食込み）

外部参加者

12 月 20.21.22.23.24.27.28 日 (7 日間)

外
部

★外部生の初参加者はキャンプ初日の朝にご家族全員のパスポートチ
ェックをいたします。朝のみ自己送迎でお願いいたします。その際に

http://www.kirakirakids.ac.th/

証明写真、パスポートコピー、保険証コピーををご提出ください。
（２０２１年スプリングキャンプにお申込みいただいた方はすでにパ
スポートチェック済みですのでその旨を事務に通知願います。）

注意事項(必ずお読みください)
1.参加条件
12月27.28日は参加必須となります。20.21.22.23.24日の希望する開始日からキャンプ期間の最終日（12月28日）まで通しで参加してください。
開始希望日以降で自己都合により参加できない日がある場合は、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、12 月 15 日（木）午後 15:00 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、期日以降のキャンセルはどのような理由でも返金はできませんので、あらかじめご了承願います。

3.傷害保険について
保険証のコピーを提出してください。

4.送迎バスのお申込みについて
返金を伴うバスのキャンセル及び変更（往復から片道に変更）については、上記 2 のキャンセル期日と同様です。
なお、参加開始日と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。利用される場合は参加開始日と同日からのスタートとなり、
乗車しない日の分を差し引く事はできません。
送迎バスの利用方法については、別紙「送迎に関するご案内」を必ずお読みください。

5.その他
バス運行時間、給食メニュー、キャンプスケジュール等については、申込者全員に 12 月 17 日（木）（午後 15：00 以降）に E メールにて通知します。
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。
送信日にメールを受信できなかった場合は、お手数ですが園までご連絡ください。

Winter Camp 2021
“Tinker Bell Secret of Wings”
1. Creative Center Play/Drama
2. Arts and Craft
3. Music and Movement
4. Experiment
5. Physical Education/Outdoor Games
and Adventure

Tuition
B 900 per day

Enrollment
Dates

For
Our Students
and
Siblings

November 8th19th

Outsiders

November
22th-26th
(E-mail)

Schedule:
Time schedule:
Number of students:
Class Participation:

Bus Fee
B 195 per day (2 way)

B 98 per day (1 way)

Maximum of 15- 20 per class

Nursery – Grade 5 (2 – 11 years old)

B 250 per student (5 days)

Method of Payment

- Application Form

Kira Kira
Students
and
Siblings

Option 1: For Separate camp invoice.
- Fill up the application form.
- Submit it to the office.
- Pay the camp invoice issued by the school in the bank.
By Bank
Option 2: Payment together with the tuition fees.
- Fill up the application form and payment detail form.
- Submit the application form and payment detail form in
the office

* first time to enroll only

*The Camp Application Form and all Camp Information
can be downloaded from our website:
http://www.kirakirakids.ac.th/

From 9:00 AM – 2:15 PM

Child Seat (for N1 only)

Document to be Submitted

- Application Form
- Bus Registration Form
- Copy of Insurance card
- Passport-sized photos*
(for parents and child )
- Passport Copy*
(for parents and child )

Dec. 20.21.22.23.24.27.28（7days）

Outsiders

By Bank

- Fill up the application form.
- Submit it to the office by E-mail.
- Pay the camp invoice issued by the school in the bank
and send the receipt by E-mail.

IMPORTANT REMINDERS
1. Camp Attendance

The minimum days that a student can join the Winter Camp 2021 is last 2 days.
2. Enrollment Cancellation
If your child cannot attend the camp, the school will refund your money if you call the office at least 3 days before the camp starts that is on
December 15 (until 3:00pm only). No refund for whatever reason after attending the first day of class. Should the school cancel the camp; the
school will refund your money and the ORIGINAL RECEIPT is needed to claim it.
3. Accident Insurance
Provide the school a copy of your insurance receipt.
4. 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.
FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE READ THE SCHOOL’S BUS POLICY.
5. Other
On December 15, 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.
For Outsider Please email your child’s name at kirakirakidsth@gmail.com immediately after you enrolled.

