2022シーズン
ジュニアスキーセッション4日間
〒

オーンズスキースクール

‐

小樽市春香町

番地

TEL&FAX（

）62−1454

ジュニア・スキーセッション4日間
「冬休み4日間コース」

小・中学生を対象に冬休み期間を利用した、
専用バス送迎のスキーレッスンです。

【日

1 期 12／25（土）12／26（日）12／27（月）12／28（火）

（各期最終日には、SAJジュニア検定を無料で実施いたします。）

2 期 12／29（水）12／30（木）12／31（金） 1／ 2（日）

【レッスン時間】 午前 10：30〜12：30 ／午後 13：30〜15：30
【4日間コース】 無料送迎バス・J r 検定１回付
（食事付）……

【定

程】

28, 500円
31, 000円

員】 先着各期35名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）

3期

1／ 3（月） 1／ 4（火） 1／ 5（水） 1／ 6（木）

4期

1／ 8（土） 1／ 9（日） 1／10（月） 1／11（火）

5期

1／13（木） 1／14（金） 1／15（土） 1／16（日）

※ジュニアスキーセッション4日間お申し込みの方は、
バスルートをご確認の上お申し込み下さい。 ※兄弟割引・継続割引・地域割引
（最大1,000円引）
あります。
※上記会費には、
レッスン料、
スポーツ傷害保険料、
リフト代金が含まれております。 ※バスルートで不明な点がございましたらスクールまでお問い合わせください。

●受

●スポーツ傷害保険について

付 11月4日
（木）
より開始 ＡＭ10：00〜ＰＭ3：00
（土・日・祝日はお休みとさせていただきます。）
※12／1〜土・日・祝日も受け付けいたします。

当スクールではすべての講習に保険加入いたしておりますが、下記以上の補償は致しかねます。
したがって各自で十分な保険にご加入していただきますよう、
お願い申し上げます。

〈ケガの場合〉通院………1,000円／1日
入院………2,000円／1日
電話予約していただいた後、受講申込書
（自筆にてご記入・捺印）

●申し込み方法

※尚、
治療費は出ませんのでご了承ください。

と受講料を郵送、もしくは銀行振り込みでお願いします。

※申込書の個人情報につきましては、スキーセッションの手続き、当スクールからのご案内以外の用途には使用しません。
※スキーセッションへ申し込む方は下記の申込書をスキースクールへ提出願います。
キリトリ

オーンズスキースクール

ジュニア・スキーセッション4日間受講申込書

▼１用紙につき、
１名様のみ記入のこと

電話予約日：令和
●ジュニア希望

男 ・ 女
受講者名
満（
生年月日

年

月

平成

年

月

日
小学

上記コースの入会金

年生

現在所持級

級

ジュニア

￥

バス乗り場

）歳

一般

1期・2期・3期・4期・5期
番号（

昼食希望

●割引

す る

継続

・

しない

家族

地域

を添えて申し込みます。
上記コースの入会を承諾し、事故においては責任を持ちます。

フリガナ

必ず捺印してください
〒

−

印

電話番号

−

−

緊急連絡先

−

−

▼

保護者氏名

住

日

希望のコースに記入または○をつけてください。

フリガナ

メールアドレス

所

希望のコースに記入または○をつけてください。

）

保護者の皆様へ
2022 オーンズスキースクール

●ジュニア・スキーセッション4日間の注意事項
●送迎バスは、セッション専用のチャーターバスです。オーン
ズ無料送迎バスではありませんので、停留所等お間違えのな
いようご確認の上、ご乗車ください。
●送迎バスには、当スクールより専任講師が添乗し、お子様の
指名確認の上、乗車させます。
●保護者の方はこの専用バスには同乗できませんのでご了承く
ださい。
●低学年のお子様は特に、バス停留所までの送り迎えをお願い
致します。
●当日、専用バスに乗らない場合には、前もってお手数でも添
乗員か当スクールにご連絡ください。
●バス乗車から、レッスン終了、そして、降車まで当スクール
講師がお世話致します。
●レッスン初日に技術、年齢等によりクラス分けを行い、クラ
スごとにレッスンを開始致します。
●第一日目に、スキー、ストックを希望者については、お預か
りし最終日にお返し致します。
●レッスン終了後の自由行動につきましては、スキー、ストッ
クのお預かりは致しかねます。
●スキー靴等は毎日、持ち帰りとなります。
●最終日には希望者によるジュニアテストを開催致します。
（検定料はレッスン料に含まれておりますが、合格者のバッ
チ代、公認料は含まれておりません。受験されない方への受
験料は返金致しません。）
●昼食の希望を受け付け致します。ご希望の方は申込書にご記
入ください。
●昼食時間は１時間ございます。お弁当持参のお子様は、講師
の誘導により一箇所で食事をとります。他、レストラン関係
の利用は自由と致します。
●悪天候でもレッスンを行います。（スキーを履けない状況で
もスキーに関わることをします。講話及び、トレーニング等
を……。振り替え講習は致しません。）

入金方法
※振込の場合は受講者の氏名の明記をお願いします。
※振り込み手数料は申し込み者負担でお願いします。

現金書留・持参
銀行振込 北洋銀行星置支店
口 座 名（公財）オーンズスキースクール
口座番号 （普）4166926
ジュニア注意事項

ジュニア・スキーセッション4日間 専用チャーターバスルート
地下鉄宮の沢
地下鉄麻生駅
石 狩 方 面
１ ８：４５ 地下鉄宮の沢駅
５２ ８：４５ 緑苑台小学校（バス停）
２７ ８：４５ 西５丁目朝日生命
２ ８：５０ ツルハ（シャトレーゼ） ２８ ８：５０ 新琴似１２-１
（バス停） ５３ ８：４７ 屯田10-3（バス停）
３ ８：５１ 宮の沢児童館
２９ ８：５１ 新琴似１２-３
（バス停） ５４ ８：５０ 屯田7-3（バス停）
４ ８：５３ 西宮の沢４-３（ブリジストン西センター） ３０ ８：５２ 新琴似１２-６
（バス停） ５５ ８：５４ 屯田南小学校（バス停）
５ ８：５４ ほっともっと西宮の沢４-４ ３１ ８：５４ 新琴似１２-８
（バス停） ５６ ８：５６ 屯田5-7（バス停）
６ ８：５５ 西宮の沢４-５
（バス停） ３２ ８：５５ 新琴似１２-１０
（バス停） ５７ ８：５９ ラーメン麺ぞう屯田店
７ ８：５６ 富丘１-４
（バス停）
３３ ８：５６ 新琴似１２-１２
（バス停） ５８ ９：０１ ホクレンショップ
８ ８：５７ 妙行寺
紅葉山通（バス停）
３４ ９：０２ 新琴似２-１３
（バス停）
９ ８：５９ 手稲本町１-１
（バス停） ３５ ９：０４ 新川３-１３
５９ ９：０８ 花川南2-3（バス停）
（バス停）
１０ ９：０２ 手稲本町１-２
（バス停） ３６ ９：０５ 発寒１５-３
６０ ９：０９ 花川南3-3（バス停）
（バス停）
１１ ９：０６ 手稲区役所前（バス停）３７ ９：０７ 琴似工業高校（バス停）６１ ９：１０ 花川南5-3（バス停）
１２ ９：０８ 島田内科小児科（バス停）３８ ９：０９ 鉄工団地（バス停）
６２ ９：１１ 花川南7-3（バス停）
１３ ９：１０ 手稲体育館（バス停） ３９ ９：１０ 発寒１４-１４
（バス停） ６３ ９：１３ 花川南9-3（バス停）
１４ ９：１３ 北海道新聞販売店
４０ ９：１２ 新発寒地区センター（バス停）６４ ９：１５ 花川南10-1（バス停）
４１ ９：１３ 共栄橋（バス停）
１５ ９：１４ タイヤ館
６５ ９：１７ 南２線（バス停）
４２ ９：１５ 前田６-６
（バス停）
１６ ９：１５ きたえるーむ
６６ ９：１９ 手稲高校（バス停）
（西稲穂ＪＲバス停）４３ ９：１７ 前田６-９
（バス停）
１７ ９：１７ ＥＮＥＯＳ
６７ ９：２０ 前田8-10（バス停）
１８ ９：１９ 金久営業所
４４ ９：１８ 前田６-１０
（バス停）
６８ ９：２３ 前田中学校（バス停）
（バス停トライアル）４５ ９：２０ 前田６-１２
１９ ９：２１ 星置２-１
（バス停）
６９ ９：２４ 前田８-１３
（バス停中央）
２０ ９：２５ アークス（バス停）
４６ ９：２３ ホクレン
７０ ９：２７ 前田北小学校
２１ ９：２８ 星置駅前
４７ ９：２６ 曙通（バス停）
７１ ９：２９ 山口団地（バス停）
２２ ９：３０ 星置２-３
（バス停）
４８ ９：２７ 明日風５
（バス停）
７２ ９：３１ 東団地（バス停）
２３ ９：３３ 星置３-６
（バス停）
４９ ９：４５ 広瀬商店
７３ ９：３９ 小金ショッピング
２４ ９：３４ 養護学校（ＪＲバス停） ５０ ９：４８ 銭函ＪＲバス停
７４ ９：４０ 星置小児クリニック
２５ ９：３６ 星置２-７
（バス停）
５１ ９：５０ 銭函中学校
７５ ９：４１ セイコーマート（モダ石油）
７６ ９：４３ 星置橋
２６ ９：５０ ラルズ桂岡
オーンズ
オーンズ
オーンズ

※バス時刻は目安です。諸事情により時刻は前後することがありますので予めご了承ください。
※上記３路線が基本バスルートです。参加人数により路線を変更することがあります。

バスルートで不明な点がございましたらスクールまでお問い合わせください。

バスの停車は安全に乗降できる場所に停車します。

○低学年のお子様には、替えの下着、タオル、手袋等をご持参ください。

会員コース（12月18日〜3月27日）

※会員コースには、証明写真に近い（縦4cm＋横3cm）
１枚が必要です。
※シーズンコ−スはスキー場オープンからクローズまでリフト乗車可。

◎ジュニアコース（小学生）12/18（土）〜3/27（日）
●ジュニアシーズン リフト券別

レッスン日12/18・19、25〜30、1/2〜6、1/8〜11、1/13〜3/27の土日祝
セッション4日間期間中、バス運行
（有料）
銭函・桂岡・張碓5,000円、
その他の地域7,000円

…………………………………… 42,000円
●ジュニアスクールフルレッスンコース

レッスン日12/18・19、25〜30、1/2〜6、1/8〜11、1/13〜3/27の土日祝
セッション4日間期間中、バス運行
（有料）
銭函・桂岡・張碓5,000円、
その他の地域8,000円

………………………………（リフト券付）60,000円
●土日祝ジュニアコース（レッスン休み12/31・1/1）
開校中の土日祝の午前・午後

……………（リフト券付）48,000円

●ジュニアナイターコース（1/18〜3/13）（Jr3級以上もしくは同等）

………（リフト券付）30,000円
………

開校中の火・木曜日
（19：00〜20：30）
開校中の土・日・祝日
（17：00〜18：30）

●冬休みジュニアコース（小・中学生）
1期12/25〜1/4 2期1/5〜1/16

レッスン日12/25〜31、1/2〜6、1/8〜11、1/13〜16
セッション4日間期間中、バス運行
（有料）
銭函・桂岡・張碓5,000円、
その他の地域8,000円
（リフト券付）
30,000円
……………………………（各期）
（リフト券付）
40,000円
……………………………（通期）

○各自の持ち物には全て名前、電話番語をご記入ください。

◎一般コース（祝日以外の月曜日は休講になります）

（ナイターについてはナイター会員の曜日にもとづいてプラス
5,000円で受講できます。土日祝会員はリフト券が必要。）

●シーズン会員コース

リフト券別

………………

（12/18〜3/27まで休講日有）

45,000円

●スクールフルレッスンコース（12/18〜3/27まで休講日有）

………………………………（リフト券付）62,000円
●土日祝コース（開校中の12/18〜3/27の午前・午後）

………………………………（リフト券付）49,000円
●平日会員コース（開校中の1/4〜3/25の平日）

…………………… （休講日あり）
（リフト券付）
44,000円
●ナイター会員コース ………（リフト券付）35,000円

開校中の火・土曜日（1/4〜3/12の火・土曜日）
その他の会員コース加入の場合5,000円追加
●１ヶ月会員コース……………（リフト券付）45,000円

◎３月スプリングコース
（３１
/ 〜３/２７）

………………………………（リフト券付）28,000円

