
茨城大洗水族館のお弁当　Lunch Box (Bento)

焼肉弁当　Grilled Meat Bento　・　鶏肉の唐揚弁当　Deep-frid Chiken Bento　・　ハンバーグ弁当　Hamburger Steak Bento

１. 名前Ｎａｍｅ （　　　　　　）才years old

２. 名前Ｎａｍｅ （　　　　　　）才years old

English Villageに参加する仲の良いお友達の名前を記入してください。
If you have any close friend who will come to the English Village, please fill in the friend's name.

　□動物アレルギー    Animal Allergy:

英語学習レベルについて About  his/her English skill

英語をどのくらい習っていますか？　英検などの級は持っていますか？ (Felice生以外の生徒の方。指導の参考にしますのでお書きください)
How is your child's English level? Does he/she have any Eiken grade?  (If you are not a student of Felice, please fill it out..)

４. 名前Ｎａｍｅ （　　　　　　）才years old

５. 名前Ｎａｍｅ （　　　　　　）才years old

３. 名前Ｎａｍｅ （　　　　　　）才years old

メールアドレス
Email address

　□その他のアレルギー   Other Allergy: 

仲の良い友だちについて About his/her friends

　□食物アレルギー　Food Allergy: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アレルギーについて About  his/her Allergy

アレルギーは有りますか？　何アレルギーですか？ アレルギーの程度を詳しく記入してください。
Does your child have any allergy? What allergy does he/she have? Please list any detailed information about your child’s allergy:

ふりがな
保護者名

Guardian Name

自宅電話番号
Home phone

緊急連絡先
Emergency Contact

(名前Name　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄Relationship　　　　　　　)

ふりがな
参加者氏名

Name

英語名
English Name

住所
Address

(〒　　　　-　　　　　　　　　)

学年
Grade

小学　　　　　　　　　　年
性別

Ｇender
男　　　・　　　女
M　　　・　　　F

生年月日
Birthday

西暦   　　　　　　　(Ｈ　　　　)年　　　　月　　 　日
1                         year          month      day

学校名
School Name

学校
School

フェリーチェえいご村申込用紙2019

English Village Sign Up Form 2019

記入日 Month/Date            月/　　      　日

参加希望イベント
Event

10月19日(土)　キッズキャンプ　『大洗水族館』
Kids Camp  "Aqua world Oarai" on Saturday, October 19

※兄弟姉妹で申し込む場合でも、1人1枚ご利用ください。
Please submit this form per child.



1、アレルギーへの対応ポリシー　Allergy Policy　　　 □同意します。I agree.　　　　

2、写真の取り扱いについて　Picture and Privacy Policies □同意します。I agree.　　　　

3、キャンセルポリシー　Cancellation Policy □同意します。I agree.　　　　

※2　写真の取り扱いについて　Photo and Privacy Policies　

※3　キャンセルポリシーについて　Cancellation Policy　

Agreement to the English Village Policies

年　　　　月　　　　　日

取扱料 Cancellation fee

Child's Name

※1   アレルギーポリシー Allergy Policy
　フェリーチェはアレルギーには対応していません。若干のアレルギーなど、お医者様から特に日常生活に心配のない程
度といわれている方、アレルギーがあっても特に小学生以上で、自分で判断できる場合などはお申込できます。アナフィラ
キシーショックなどの危険性がある強いアレルギーのある方は申し込みをご遠慮ください。
1.フェリーチェは除去食には対応しておりません。
2.記入していただいた内容に対して、職員はできる限りの注意をしておりますが、万が一、誤って口にした場合等の事故に
関しては責任を負いかねます。
We are terribly sorry but Felice doesn't offer special treatment for allergy. Those students who have mild allergy and are
capable of  judging by himself/herself can apply for this English Village.
1. Felice does not offer allergy friendly food. If your child has a dangerous life-threatening allergy, we cannot permit your
child’s attendance to this English Village.
2.We will monitor the children who are allergic to any food, but if your child accidentally eats an allergen food we cannot
take responsibility.

　えいご村中に撮影した写真の数枚をパンフレット・広告・ウェブサイトなどで使用することがあります。
お預かりする個人情報につきましては、利用者が当校で提供されるサービスを利用する上で必要な確認および連絡手段、
利用者への有用な情報提供、より良いサービスの開発・提供、その他の正当な目的にのみ利用させていただきます。
Please understand that we will take photos during the English Village. Some of the pictures may be used for  brochure or
flyers etc. We will use the information you have submitted for our services and will not provide to other organization,
institutions or services.

ポリシーへの同意

キャンセルの際は以下のキャンセル料を除いた金額を返金いたします。
Please note that cancel charge will be applied in accordance with following cancellation policy.

Year     　Month  　  Date

保護者氏名　
Parent's/Guardian's Signature

児童氏名

21日目に当たる日以前の解除 無料　0%  Cancellation more than 21 days before 0%

20日目に当たる日以前の解除 参加料金の 20%  Cancellation 20 days before the program day 20% of program fee

プログラム開始日前日・当日の解除 参加料金の 100％ Cancellation 1day before or on the program date 100％ of program fee

10日目に当たる日以前の解除 参加料金の 30% Cancellation 10-19 days prior to the programe date 30% of program fee

7日目に当たる日以前の解除 参加料金の 40％  Cancellation 7-9 days prior to the program date 40％ of program fee


