
《ジュニアテニス教室（小学生の部）注意事項》 

【第 1回】4・5月開催教室 

〈小学生 ７～１２才〉月曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 4月 1日（月）～平成 31年 5月 20日（月）の 8週間で 

毎月曜日のＰＭ４：００～５：１０（70分間） 

 

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中はコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（幼児の部）注意事項》 

【第 1回】4月・5月開催教室 

〈幼児３～６才〉火曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 4月 2日（火）～平成 31年 5月 21日（火）の 8週間で 

毎火曜日のＰＭ３：４０～４：４０（６０分間）  

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中にはコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（小学生の部）注意事項》 

【第 2回】6・7月開催教室 

〈小学生 ７～１２才〉月曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 5月 27日（月）～平成 31年 7月 22日（月）の 9週間で 

毎月曜日のＰＭ４：００～５：１０（70分間） 

 

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中はコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（幼児の部）注意事項》 

【第 2回】6月・7月開催教室 

〈幼児３～６才〉火曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 5月 28日（火）～平成 31年 7月 23日（火）の 9週間で 

毎火曜日のＰＭ３：４０～４：４０（６０分間）  

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中にはコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（小学生の部）注意事項》 

【第 3回】8・9月開催教室 

〈小学生 ７～１２才〉月曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 7月 29日（月）～平成 31年 9月 23日（月）の 9週間で 

毎月曜日のＰＭ４：００～５：１０（70分間） 

 

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中はコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（幼児の部）注意事項》 

【第 3回】8月・9月開催教室 

〈幼児３～６才〉火曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 7月 30日（火）～平成 31年 9月 24日（火）の 9週間で 

毎火曜日のＰＭ３：４０～４：４０（６０分間）  

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中にはコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（小学生の部）注意事項》 

【第 4回】10・11月開催教室 

〈小学生 ７～１２才〉月曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 9月 30日（月）～平成 31年 11月 25日（月）の 9週間で 

毎月曜日のＰＭ４：００～５：１０（70分間） 

 

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中はコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（幼児の部）注意事項》 

【第 4回】10月・11月開催教室 

〈幼児３～６才〉火曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 10月 1日（火）～平成 31年 11月 26日（火）の 9週間で 

毎火曜日のＰＭ３：４０～４：４０（６０分間）  

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中にはコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（小学生の部）注意事項》 

【第 5回】12・1月開催教室 

〈小学生 ７～１２才〉月曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 12月 2日（月）～平成 32年 1月 20日（月）の 8週間で 

毎月曜日のＰＭ４：００～５：１０（70分間） 

 

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中はコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（幼児の部）注意事項》 

【第 5回】12月・1月開催教室 

〈幼児３～６才〉火曜日開催 

 

・開催日時は、平成 31年 12月 3日（火）～平成 32年 1月 21日（火）の 8週間で 

毎火曜日のＰＭ３：４０～４：４０（６０分間）  

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中にはコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（小学生の部）注意事項》 

【第 6回】2・3月開催教室 

〈小学生 ７～１２才〉月曜日開催 

 

・開催日時は、平成 32年 1月 27日（月）～平成 32年 3月 23日（月）の 9週間で 

毎月曜日のＰＭ４：００～５：１０（70分間） 

 

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中はコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 



《ジュニアテニス教室（幼児の部）注意事項》 

【第 6回】2月・3月開催教室 

〈幼児３～６才〉火曜日開催 

 

・開催日時は、平成 32年 1月 28日（火）～平成 32年 3月 24日（火）の 9週間で 

毎火曜日のＰＭ３：４０～４：４０（６０分間）  

・会場は、湘南インドアテニスクラブ 

          〒253-0043 茅ヶ崎市元町１４－１   ℡ ０４６７－８３－８８８８ 

 

・駐車場が大変手狭ですのでお車での送り迎えは極力ご遠慮下さい。 

尚、やむを得ずご利用の際は、お隣りの「ロコスポーツ湘南の駐車場」にお止め頂

きフロントへキーをお預け下さい。お帰りの際に「無料サービス券」をお渡し致し

ます。（但し、レッスン利用時間以外は１Ｈ：２，０００円の駐車料金となりますの

でご注意下さい。） 

 

・バッグ等のお荷物はロッカー(無料)をご利用いただくかコートサイドにお持ちいた

だき、各自の責任において保管して下さい。又、ロッカーご利用の際は盗難防止の

ため必ず施錠して下さい。 

 

・コート及びロッカールームは２階がスクール専用です。ロビーより下の階はクラブ

会員専用となっておりますので立ち入りはお断わり致します。 

 

・参加者は来場の際にフロントにて出席を届け、ご自分の名札を受け取って２階コー

トにてお待ち下さい。尚、レッスン終了時には必ず名札をお戻し下さい。見学され

るご父兄の方も２階コート内にてお待ち下さい。 

 

・レッスン中にはコーチの指示に従い、事故が起きないようご注意をお願い致します。

尚、レッスン中の事故防止については最善の注意を払いますが、万一事故が起こっ

た場合当協会としては一切の責任を負いかねます。 

 

・遅刻された場合、必ず準備体操をしてからコートにお入り下さい。 

 

・ご用意いただくものはシューズ・タオル・着替え(汗をかきます)です。ラケットは

全員にお貸ししますので持参は不要です。 

 

・４週目に参加された皆様とコーチで「記念集合写真」を撮り、プレゼントさせて頂

きますので欠席されませぬようご周知をお願い致します。 

 ※尚、記念写真は、協会ホームページの結果報告欄に掲載させて頂きますので予め

ご了承下さい。 

 

・応募された本人以外の受講はできません。 

 

＊何か不明な点がございましたら、茅ヶ崎市テニス協会事務局 ( 湘南インドアテニス

クラブ内  ℡ ８３－８８８８ )  担当 川又までお問い合わせください。 
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