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有限会社 伊万里スイミングクラブ
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■開館日・開館時間・休館日
■開館日・開館時間・休館日
平日（月～金）
※休校日以外

[※
※]下校時刻が 13 時以前の場合には、開館時間を早めて対応致します。

13 時 00 分[※]～19 時 30 分（20
分（20 時 00 分まで延長可）

平日（月～金）
※休校日

7 時 30 分～19
分～19 時 30 分（20
分（20 時 00 分まで延長可）

土曜日
7 時 30 分～19
分～19 時 00 分（20
分（20 時 00 分まで延長可）

長期休み
7 時 30 分～19
分～19 時 30 分（20
分（20 時 00 分まで延長可）

休館日
利用予約がない土曜日・日曜日・祝日
お盆（8
お盆（8 月 13 日～15
日～15 日）・年末年始（12
・年末年始（12 月 29 日～1
日～1 月 3 日）
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■送迎に
送迎について
①月～金曜日（平日）の学校終了後は、各小学校までスクールバスでお迎えを致します。
②月～金曜日（平日）の学校休校日、土曜日及び長期休みにご利用される場合は、スクールバスでのお迎えは行っておりません。
③保育時間終了後は、安全保護の観点から会員登録時に指定された保護者様へ、児童のお引渡しとなります。
④会員登録時に指定されていない保護者様のお迎えに関しては、事前にご連絡をお願い致します。
※オプションにてジェネックス有田（プール）で運行しているバス・ルートでの自宅送りも可能となっております。
※オプションの自宅送りをご利用される場合は、ご自宅到着時間に保護者様またはご家族様へ、お子様を直接お引き渡しをさせて頂きますので、
必ず降車場所へお迎えをお願い致します。

平日（月～金）
【学校→ 癒 】各学校・学年の下校時刻に合わせて、スクールバスでお迎え
※休校日以外
【癒→ご自宅】保護者様のお迎え／バスで自宅送り（※オプション）

休校日・土曜日
休校日・土曜日
【ご自宅→ 癒 →ご自宅】保護者様の送迎
長期休み
【癒→ご自宅】バスで自宅送り（※オプション）
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■スケジュール（平日）

月～金曜日のスケジュール（※休校日以外）

登所

手洗い・うがい

登所～17
登所～17 時 00 分

宿題・学習・おやつ など

17 時 00 分～17
分～17 時 45 分

習い事・自由時間
習い事・自由時間
自由時間
自由時間

17 時 45 分～19
分～19 時 30 分
18 時 30 分～：バスにて自宅送り（オプション）
19 時 30 分～20
分～20 時 00 分

延長お預かり

※延長のお預かりには、料金が発生致します。（500
（500 円[＋税]
＋税]/30 分）
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■スケジュール（土曜日・1
■スケジュール（土曜日・ 日保育・長期休み）
土曜日・1
土曜日・1 日保育・長期休みのスケジュール
日保育・長期休みのスケジュール
登所（
登所（7 時 30 分開館）

手洗い・うがい

9 時 30～
30～12 時 00 分

宿題・学習・読書・片付け
宿題・学習・読書・片付け など

12 時 00 分～13
分～13 時 00 分

昼食

13 時 00 分～15
分～15 時 00 分

外遊び・映画・癒外活動
外遊び・映画・癒外活動 など

15 時 00 分～17
分～17 時 00 分

自由時間

17 時 00 分～17
分～17 時 45 分

習い事・自由時間
習い事・自由時間
自由時間

17 時 45 分～19
分～19 時 30 分（19
分（19 時 00 分※）
18 時 30 分～：バスにて自宅送り（オプション）
19 時 30 分（19
分（19 時 00 分※）～20
）～20 時 00 分

延長お預かり

※延長のお預かりには、料金が発生致します。（500
（500 円[＋税]
＋税]/30 分）
※土曜日保育のお預かり時間は 19 時 00 分までとなっております。
までとなっております。
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■会員別利用情報
■会員別利用情報
●各アイコンの種類●

スイミング

各学校・各学年の

保護者様のお迎えまで

毎日の宿題を

土曜保育（7:30～19:00）

学校では学べない

ジェネックス有田の

下校時刻に合わせて

お預かり致します。

サポート致します。

が無料となります。

色々な習い事を

プールをご利用できます。

バスでお迎えに行きます。

（～19:30）

経験できます。

①正会員
スイミング

●月～金曜日の、学校終了後～19 時 30 分までの保育を行います。
（20 時 00 分までの延長有）
●土曜日の、7 時 30 分～19 時 00 分までの保育を行います。
（要予約
要予約）
要予約
●学校終了後にはスクールバスでのお迎えを致します。
（集合指定場所がございます）
●ジェネックス有田のスイミング会員としてプールをご利用頂けます。
（回数制限無）
※現ジェネックス有田の会員様は引き続き現コースのプールをご利用頂けます。
●すべての習い事をご利用頂けます。
（スイミングは複数回ご利用可能）
●夏休み・冬休み・3 月の春休み時の保育追加料及び、イベント等の追加料は必要ありません。

②選択習い事会員
②選択習い事会員
スイミング

●月～金曜日の、学校終了後～19 時 30 分までの保育を行います。
（20 時 00 分までの延長有）
●学校終了後にはスクールバスでのお迎えを致します。
（集合指定場所がございます）
●すべての習い事及びスイミングの中から 1 科目ご利用頂けます。
（その他の習い事はオプションとなります）
●夏休み・冬休み・3 月の春休み時の保育追加料及び、イベント等の追加料は必要ありません。
7

③登録会員
③登録会員
●月～金曜日内で 1 日単位でのご利用が可能です。学校終了後～19 時 30 分までの保育を行います。
（20 時 00 分までの延長有）
●前営業日 19 時までにご予約が必要となります。
●学校終了後にはスクールバスでのお迎えを致します。
（集合指定場所がございます）
●習い事、ジェネックス有田のプールはご利用頂けません。
（プールは別途手続きが必要です）
●夏休み・冬休み・3 月の春休み利用時の追加料金が別途必要となります。

※土曜保育
●土曜日の 7 時 30 分～19 時 00 分までの保育を行います。
（20 時 00 分までの延長有）
●前営業日 19 時 00 分までにご予約が必要となります。
●すべての会員様のスクールバスでのお迎えはございません。
（※保護者様での送迎をお願い致します。
）
●習い事はキッズダンスを行っております。

※1 日保育
●月～金曜日で学校休校日に 7 時 30 分～19 時 30 分までの保育を行います。
（20 時 00 分までの延長有）
●前営業日 19 時 00 分までにご予約が必要となります。
●すべての会員様のスクールバスでのお迎えはございません。
（※保護者様の送迎をお願い致します。
）

※習い事（オプション）
※自宅送り（オプション）
●ご自宅までスクールバスでお送り致します。
（18 時 30 分頃に癒を出発予定）
●全会員種別でオプションにてご利用頂けます。
●月～土曜日にご利用頂けます。
※有田町内への自宅送りとなります。
※延長をご希望の場合は、自宅送りがご利用できません。
※18 時までに延長利用のご連絡後、癒まで保護者様のお迎えをお願い致します。

●複数の習い事を受講希望される場合ご利用頂けます。

8

■各習い事について
①火～金曜日は 17 時 00 分～17 時 45 分の 45 分間を習い事の時間としております。
②土曜日のダンスは 16 時 00 分～17 時 00 分の 1 時間を習い事の時間としております。
③GENEX の癒到着後は、当日出された宿題がきちんと済むようサポートしておりますが、習い事時間までに終わらない場合、
宿題を優先させて頂いております。
④各曜日は毎週異なりますので、毎月の習い事予定は月末に掲示しております。
※都合によりスケジュールの変更がございます。
習い事名
習い事名

内 容

語

【前田 先生】
（外部講師）
・まず簡単なあいさつから声に出してみて英語に触れてみます。
・歌やゲームを取り入れ楽しく身につけます。

ン

【吉田 先生】
先生】
・パソコンの基本の基本をガッチリ押さえていきます。
・ゲーム感覚でブラインドタッチを覚えます。ホームポジション・標準運指は必ず身に付きます。

筆

【吉田 先生】
先生】
・正しい字を書くには文字の形を理解し、正しい字のイメージを押さえて具現化する事です。
・姿勢、鉛筆の持ち方・使い方、お手本の使い方など大切なことは沢山あります。

工

作

【西山 先生】
先生】
・身近にある廃材（割りばし、輪ゴム、紙コップなど）で創作。
・発想力と想像力、センスを磨き、学校で教わらないような遊び・工作が学べます。

体

操

【西山 先生】
・楽しく体を動かしながら小学校で苦手だった種目（縄跳び、跳び箱等）の克服ができます。

英

パ

ソ

コ

硬

ダ

ン

ス

【川田 先生】
（外部講師）
先生】
・TRF のバックダンサーも務めた経験がある先生です。
・土曜日のダンススクールです。真剣に楽しくダンスと向き合います。
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■料金のご案内[税抜
■料金のご案内 税抜表示
税抜表示]
表示
（１）利用料金・保育時間
（１）利用料金・保育時間

※自宅送りは、ＧＥＮＥＸの癒及び、ジェネックス有田（プール）の運行しているバス・ルートを使用しております。
※夏休み・冬休み・春休みは 1 日保育(7：30～19：30)でお預り致します。
※選択習い事会員様は、習い事及びスイミングより 1 科目選択頂けます。その他の習い事に関してはオプション料金が必要となります。
※土曜保育・1 日保育をご利用される場合は、スクールバスでのお迎えはございませんので、保護者様による送迎をお願い致します。
※土曜保育の利用予約がない場合、日曜日・祝日・お盆（8 月 13 日～8 月 15 日）
・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）はご利用できません。
※お迎えが各保育時間を過ぎますと、自動的に延長料金が発生致します。
（２）
入会金／会員登録代
（３）スイミング会員様_コース別追加料金
（２
）入会金／
会員登録代
（３）スイミング会員様
コース別追加料金
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■料金のお支払いについて
■料金のお支払いについて

[※] 会費引落し変更は毎月 15 日前までとなっております。
[※] 毎月の口座振替手数料のご負担をお願いしております。
土曜保育料・１日保育料、延長料金以外は前納制となっております
、延長料金以外は前納制となっております。
は前納制となっております。
[※] 土曜保育料・１日保育料、延長料金以外
[※] 月途中でのご入会の場合は日割りの現金払いとなっております。
[※] 正常に引落しが出来なかった場合、口座振替手数料及び遅延料を頂いております。
[※] GENEX の癒で表記されているすべての料金は原則
の癒で表記されているすべての料金は原則税抜
原則税抜表示となっております。
税抜表示となっております。

正会員

下記指定銀行より毎月 25 日に翌月分を口座引き落としとなります。
スイミング会員

登録会員
土曜保育

GENEX の癒受付にて現金でお支払い下さい。
の癒受付にて現金でお支払い下さい。

1 日保育

延長料金

お迎え時に GENEX の癒受付にて現金でお支払い下さい。

指定金融機関
佐賀銀行、親和銀行、伊万里信用金庫、JA
佐賀銀行、親和銀行、伊万里信用金庫、JA 有田、JA
有田、JA 曲川、
JA 西有田、郵便局 （※金融機関により口座振替手数料が異なります。）
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■申し込み手順
GENEX の癒指導員までお申込の旨、お声掛けをお願い致します。

受付にて必要書類、利用規約のご案内をさせて頂きます。

利用規約のご説明後に必要書類（同意書、振込書）
利用規約のご説明後に必要書類（同意書、振込書）へご記入をお願い致します。
（同意書、振込書）へご記入をお願い致します。
※印鑑、引落し口座番号のわかるものをご持参下さい。

受付にて必要書類、入会金、
受付にて必要書類、入会金、会員登録代、
ヶ月分の月会費の前払いをお願い致します。
入会金、会員登録代、1
会員登録代、1 ヶ月分の月会費の

※年度初めからご入会の場合、契約期間は 1 年間（年度契約）とさせて頂きます。契約延長は再契約となっております。
※年度途中でのご入会の場合、お申し込みの翌営業日からご利用頂けます。
※月途中でのご入会の場合で、ご入会月からご利用される場合は、その月の日割り分の料金及び翌月の月会費のお支払いをお願い致します。
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■会員種別変更・休会・退会・会員情報の変更
■会員種別変更・休会・退会・会員情報の変更について
・会員情報の変更について
（会員種別変更について
（会員種別変更について）
について）
①会員種別を変更される場合は、該当月の前月 15 日までに、所定の用紙にてお届け下さい。
（正会員⇔登録会員、選択習い事会員⇔正会員 など）
（例）スイミング会員様が 10 月から正会員としてご利用される場合、9 月 15 日までに提出する。
②事務手数料 500 円[＋税]/1 回が必要となりますので、受付にてお支払い下さい。
③種別変更後、ご利用日からの 3 ヶ月間は他の種別への変更ができません。

（休会について
（休会について）
について）
①休会される場合は、該当月の前月 15 日までに、所定の用紙へご記入の上お届け下さい。
（例）10 月を休会する場合、9 月 15 日までに提出する。
②休会する月毎に 1,019 円[＋税]が必要となりますので、受付にてお支払い下さい。
③正会員様のみ
正会員様のみご利用可能な制度となります。休会月の基本料金の引き落としはございません。
正会員様のみ

（退会について
（退会について）
について）
①退会希望の会員様は、退会される前月 15 日までに、所定の用紙でお届け下さい。
（例）10 月で退会（9 月末日まで利用）する場合、9 月 15 日までに提出する。
②退会手続きが行われない場合でも、以下の場合は自動的に退会とさせて頂きます。
・小学校を卒業された場合。
・月会費のお支払いが 2 ヶ月分滞納された場合。
・会員様または保護者様に、GENEX の癒の運営上不適切と判断される行為が認められた場合。

※月途中の退会であっても、当月分の月会費は返還できませんのでご了承下さい。
※退会後に再入会される場合は、会員登録代 1,945 円[＋税]が必要となります。

（会員情報の変更について）
入会後に住所、氏名、連絡先の変更や、会員様の健康状態等に変化が生じた場合は、所定の用紙へご記入の上お届け下さい。
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■安全上の留意点

事前連絡

●お子様の体調、健康状態に異変があると思われる場合及び欠席の場合は、必ずご利用前にご連絡をお願
い致します。

●保育中の傷病防止には最善の注意を払いますが、万一の発生時には以下の通りに対応させて頂きます。
・怪我に関しては、応急処置のみ行わせて頂きます。

来所後の体調

・病気に関しては、安静処置のみ行わせて頂きます。
・症状が重篤と思われる場合は、近隣医院の受診または救急車の手配をさせて頂きます。
※場合によっては保護者様の指示を仰いでの対応、またはお迎えをお願
たはお迎えをお願いする事もございます。
※場合によっては保護者様の指示を仰いでの対応、ま
たはお迎えをお願
いする事もございます。

●原則、GENEX
●原則、GENEX の癒では行っておりません。

投薬

アレルギー

伝染病

●食べ物、動植物等に対するアレルギー反応等がある場合は、必ずご入会時にご申告をお願い致します。
※ご入会後に発症した場合もご連絡をお願い致します。

●会員様、若しくは同居のご家族が、インフルエンザ等の感染症を発症している、または発症の恐れが高
会員様、若しくは同居のご家族が、インフルエンザ等の感染症を発症している、または発症の恐れが高
い場合は医師の許可があるまでご利用をお断りしております。
●会員様で、イン
インフルエンザ等の感染症に
名以上罹った場合、GENEX
●会員様で、
イン
フルエンザ等の感染症に 2 名以上罹った場合、
GENEX の癒を一定期間閉所致します。
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■その他（1）
その他（ ）
（兄弟割引について）
①正会員様のみ
正会員様のみの適応となります。
正会員様のみ
②同一世帯で、お二人目からのご利用は、月会費を 10％割引致します。
（例）一人目：18,056[＋税]/月 二人目：16,250 円[＋税]/月 三人目：16,250 円[＋税]/月

（昼食について）
土曜保育・1 日保育のご利用は、弁当持参でお願い致します。
※ご持参できない場合は、前日の 12 時までにご連絡頂きますと、500 円[＋税]で弁当を手配させて頂きます。

（ジェネックス有田のプールご利用について）
①会員種別「正会員」
「選択習い事会員」のみご利用頂けます。
②ジェネックス有田の規約に則ってご利用をお願い致します。

※ジェネックス有田の会員様は引き続き現コースのプールをご利用頂けます。
※プールのコース変更（事務手数料 500 円[＋税]）
、休会等は、GENEX の癒受付にて承ります。
※正会員様は週 2 回以上・育成・選手コースをご利用される場合で、追加料金は発生致しません。
※正会員様以外で週 2 回・育成・選手コースをご利用される場合は、別途追加料金が必要となります。
※ジェネックス有田のスイミング指導員による水泳指導となります。
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■その他（2）
■その他（ ）
（学級閉鎖、休校時等の対応について）
地震、台風等に伴う休校が実施された場合は、1 日保育でお預かりさせて頂きます。
ただし、以下の場合は保育を行う事が出来ませんのでご了承下さい。

・インフルエンザ等の感染症の大規模な流行に伴う学級閉鎖、休校等。
・当日の急な学級閉鎖、休校等
・会員様、若しくは同居のご家族が、インフルエンザ等の感染症を発症している、または発症の恐れが高い場合。
・台風、地震等で GENEX の癒が被害を受け、安全な保育が実施出来ない場合、または実施出来ないと予想される場合。
・他会員様の身体生命に危険が及ぶと予想される場合。

※GENEX の癒の都合により保育ができない場合には、電話及びメールでご連絡をさせて頂きます。

16

■Q&A
●来年、4 年生になるのですが利用できますか？
→ GENEX の癒では、1 年生～6 年生までが保育対象となっておりますので、4 年生からでも歓迎致します。

●会員種別の変更はできますか？
→ いつでも変更可能です。変更ご希望月の前月 15 日までにお申し出下さい。変更の都度、500 円[＋税]の事務手数料が必要です。
ただし、変更後 3 ヶ月間は種別変更ができませんのでご了承下さい。

●登録会員ですが、学校終了後にバスでお迎えをしてくれますか？
→ 会員種別に関わらず、お迎え致します。各学校の指定位置までスクールバスでお迎えに行き、安全に送迎致します。

●何時まで保育可能ですか？
→ 通常、学校終了後から 19 時 30 分までお預かり致しております。
ただし、500 円[＋税]/30 分で 20 時 00 分までの延長も可能です。

●ジェネックス有田を利用していますが、特典などありますか？
→ ジェネックス有田の会員様の場合、GENEX の癒への会員登録料が通常 3,241 円[＋税]のところ、1,019 円[＋税]でご登録が可能となって
おります。また、会員種別①②でのご入会の場合、現行コースご継続も可能となっております。

●プールの年会費・月会費をすでに支払っているのですが？
→ 会員種別①②のいずれかにご登録の場合、差額分の返金を致します。

●自宅送りのオプションを利用した場合、自宅への到着時間を指定できますか？
→ 18 時 30 分頃にジェネックス有田（プール）の運行しているバスで出発し、決められたルートにてお送り致しますので到着時間を指定
して頂くことはできません。
保育時間延長（19 時 30 分以降）をご利用の場合は電話にてご連絡頂き、保護者様によるお迎えをお願いしております。
また、当日の自宅送りが不要の場合に関しても、18 時までに電話でのご連絡を必ずお願い致します。
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●自宅送りのオプションを利用しているのですが、家に不在の日があります。その日もバスは利用できますか？
→ バス降車時は保護者様または、お家の人への引き渡しが必須となりますのでご不在の場合はバスをご利用頂けません。
18 時までに電話にてご連絡頂き、GENEX の癒まで保護者様によるお迎えをお願いしております。

●年中無休ですか？
→ 利用予約がない場合の土曜日、日曜日、祝日、お盆（8 月 13 日～15 日）
、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）はご利用できません。

●土曜日や長期休みのお昼ご飯は？
→ 原則、お弁当のご用意をお願い致します。前日 12 時までにご連絡いただければ、500 円[＋税]でご用意致します。

●土曜日に保育をお願いしたいのですが？
→ 原則、前営業日までにご予約をお願い致します。当日の急なご利用の場合、ご利用をお断りさせて頂く場合がございます。

●宿題をする時間はありますか？
→ 平日は GENEX の癒へ到着後、必ず学習ルームにて宿題の時間を設おけております。また、土曜保育、1 日保育、長期休み時は
原則午前中が学習の時間となっております。

●薬を飲ませてもらえますか？
→ 原則、GENEX の癒で投薬等は行っておりません。病院処方の薬などは、お子様の自己責任でのご対応をお願い致します。

●兄弟で利用する場合、安くなりますか？
→ 正会員でのご入会の場合のみ、同一世帯のお二人目からのご利用は、月会費を 10%割引きさせて頂いております。

●GENEX の癒で表示されている料金は税抜でしょうか？
→ 原則、税抜表示となっております。
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運

営：有限会社 伊万里スイミングクラブ

施設名 称：放課後児童クラブ GENEX の癒
住

所：佐賀県西松浦郡有田町南原甲 104

電

話：080080-9248
9248-4220

【問合せ受付時間】（平日・土曜日）13
（平日・土曜日）13 時 00 分～19
分～19 時 00 分

