
Aloha Winter Fun 2020 Application Form 
 

Child’s Name(First Name/ Last Name)： 

 

 

Child’s Birthday(生年月日)：  

       /       /       Age: (     歳) 

Child’s Name (漢字をお持ちの場合) ： 

 

Nationality(国籍)： 

 

Custodial Parent’s/ Guardian Names(保護者氏名)： 

 

Address(現住所)： 

 

Telephone (電話番号)：  TEL (         )       - 

 

Email address(メールアドレス) ：                        @     

▼Program Selection ご参加希望の日程をお選びください： 

❏1DAY 

General: ¥9,200 

Member:  ¥8,200 

 

❏2DAY 

General: ¥16,000 

Member:  ¥14,400 

❏3DAY 

General: ¥24,000 

Member:  ¥21,600 

❏12/26(Sat) ❏12/27(Sun) ❏12/28(Mon) 

 

●Does your child have any allergies, medical conditions, or physical limitations? お子様はアレル

ギー、持病または身体への制限がありますか？ ： 

 ❏Yes あります（              ）❏No ありません  

 

●Potty Trained? (トイレトレーニングはお済ですか？) ：  Y e s / N o  
 

●May we have your permission to use your child’s photo on our homepage or social 
media? (当スクールのホームページ・ソーシャルメディア等でのお子様の写

真・動画の使用について) ：  Y e s / N o 
 



SCHOOL RELEASES 
 
1. PHOTO RELEASE AGREEMENT / 写真使用承諾書 

Please be advised that ALOHA INTERNATIONAL SCHOOL reserves the right to use any 

photographs and/or video footage, taken in the school or outside while on school outing, for 

promotional purposes. These media may or may not include your child’s image, and may be used 

even after you stop attendance at ALOHA INTERNATIONAL SCHOOL. 写真使用承諾 アロハ

インターナショナルスクールでは園内や、遠足時などの外出の際に撮影された写真やビデ

オを広告の目的で使用することがありますのであらかじめご了承ください。取材の際に、

お子様の画像が使用される場合がございます。また、 写真は在籍中のみならず除籍後も

使用することがございます。 

 

2. SHORT FIELD TRIPS AGREEMENT / 短時間外出承諾書  

Please be advised that it is necessary for classes to leave the school grounds for up to, but not limited 

to, an hour, to go to the park or other appropriate community institutions within our neighborhood.ク

ラスのアクティビティー上必要な場合、1 時間前後また場所によっては数時間程度、公園

や近隣の公共施設に行くことがあります。  

 

3.  PROGRAM CANCELLATION / キャンセル料金について 

*50% payment may be refunded if canceled by December 22. 

*Full payment may not be refunded if canceled after December 23.プログラムのキャンセル：プ

ログラムをキャンセルした場合はキャンセル料が発生いたします。お申し込み翌日から 22

日までは５０％キャンセル料が発生します。２３日を過ぎた場合は１００％のキャンセル

料が発生します。 

❏Agree 同意する 

       /       /       Parents:                              
 
■振込先は [京葉銀行・ジャパンネット銀行]のどちらかをご選択下さい。 

金融機関名 京葉銀行 金融機関名 ジャパンネット銀行 

支店名 鎌取支店（４１８） 支店名 ビジネス営業部(００５) 

口座番号 (普)５２２７４４２ 口座番号 (普)２８２２５１０ 

口座名義人 Aloha
ア ロ ハ

 International
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

 School
ス ク ー ル

 口座名義人 Lenaloha
レ ナ ロ ハ

谷口伶奈
タ ニ グ チ レ ナ

 

□京葉銀行  □ジャパンネット銀行  お支払い期日：2020/ 12/ 23 までとなります。 


