
Summer Special Lesson 

GeeKids  

習った単語のマスター！ 

  

 

 

４ヶ月の復習レッスン 

       文房具                   家事           

4月:Arts & Supplies  5月House Work  

6月:Play 7月:Travel  

 

 

◆ 英語を習ったことがない、Geekidsのレッスンは初めての方もご心配なく。復習の時間が十分にありますのでご

安心して受講いただけます。 

◆ しっかり習ったことを練習する時間なので英語がもっと上手になりたいこどもたちも大歓迎です。 

◆ 4-6歳のクラスでは、アルファベットの１文字１文字の音だけではなく、

その文字で始まる単語も確認するので、フォニックスの意識を高める大

切な時間です。 

◆ 6-9歳のクラスでいつも習っているつづりとフォニックスを使って文章を

読んでみましょう！ 

◆ 歌・ゲーム・クラフト・運動などの様々な活動を通じて、4～7月の

レッスンの復習をします。より英語が身に付くよう、どんどん言葉に

出していきましょう。 

フォニックスの復習も！ 

トランポリン体験！ 
◆ レッスン初めの３０分、トランポリンに挑戦してもらいます。 

初心者も大歓迎！ 

 遊び         旅行 

日程：7月24日(水) 
対象：2～4歳 
（親子クラス） 

時間：10:00～12:00 

（2hr） 

＜内容＞からだや指先を動かしてもらう時間を豊富にご用意！Gymtimeで

は、普段経験できない動きをたくさん経験してもらいます。Geekidsオリジナ

ルのワークブックを使い、数字やアルファベットの学習にも取り組みます。 

参加費：CUPS会員/4,000円（税込）一般/5,000円（税込） 
持ち物：動きやすい服装、お飲み物 

対象：4～6歳 
時間：13:30～16:00 

（2.5hr） 日程：7月25日(木)、26日(金) 
2日間セットがお得！  

対象：6～9歳 
時間：9:30～12:30 

（3hr） 

参加費：1日参加：CUPS会員/7,000円（税込）一般/8,000円（税込） 

    2日間セット：CUPS会員/12,000円（税込）一般/14,000円（税込） 
持ち物：動きやすい服装、お飲み物 

お申込み、お問い合わせは受付、もしくはお電話にて承ります。 

スポーツクラブＣＵＰＳ西宮北口  ☎：0798-63-6100 
受付時間：火～金／11：30～19：00 土・日／10：00～17：00 月／休館日 

親子クラスは 

こちら！！ 



　ＣＵＰＳ　２０１９サマースクール
この夏注目クラス！！【ＣＵＰＳ　Ａｌｌ　Ｐｒｏｇｒａｍ　体操＆トランポリン＆Ｇｅｅｋｉｄｓ】 この夏も目指せレベルアップ！！【体操　鉄棒】

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費 日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費

７月２５日（木） E-1

７月２６日（金） E-2

この夏も目指せレベルアップ！！【体操　跳び箱】
日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費

4月～7月の復習・一気にまとめて体験！！【Geekids Summer Special Lesson】　　2日間セット受講がオススメ！ ７月２５日（木） E-3

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費 ７月２６日（金） E-4

７月２４日（水） ２～４歳 B-1 10:00～12:00 14名
楽しくGymtime、Playtimeに取り組んでもらいます！
オリジナルワークブックにも挑戦してもらいますよ！

会員　4,000円
一般  5,000円

６～９歳 B-2 9:30～12:30 個別指導で1時間しっかり練習！！【プライベートレッスン】

４～６歳 B-3 13:30～16:00 ●トランポリン●

６～９歳 B-4 9:30～12:30 日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費

４～６歳 B-5 13:30～16:00 F-1 10:50～11:50

F-2 12:05～13:05

初めての方はもちろん、通常レッスンに＋α ！！【トランポリン　どんどん練習】 F-3 14:15～15:15

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費 F-4 15:30～16:30

Ｃ-1 15:15～16:15 F-5 14:15～15:15

Ｃ-2 16:30～17:30 F-6 15:30～16:30

７月２４日（水） Ｃ-3 9:30～10:30 ●体操●

Ｃ-4 10:15～11:15 日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費

Ｃ-5 11:30～12:30 ７月２４日（水） G-1 11:50～12:50

Ｃ-6 10:15～11:15 G-2 13:30～14:30

Ｃ-7 11:30～12:30 G-3 14:45～15:45

G-4 16:00～17:00

初めての人も、CUPS生も集まれ！！【げんきっず　3-4歳／4－6歳】 G-5 13:30～14:30

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費 G-6 14:45～15:45

満3歳～年少 D-1 15:15～16:00 6名 G-7 16:00～17:00

年中・年長 D-2 16:20～17:15 8名

７月２４日（水） 満3歳～年少 D-3 9:30～10:15 6名 大人気クラス！！体操＆トランポリン　　　　　　※通常レッスンへの参加となります。

年中・年長 D-4 10:35～11:30 8名 日程 対象 記号 申込 時間 参加費

７月２４日（水） H-1
16:10～17:40

（90分）

　　　　７月２7日（土）ＣＵＰＳ夏祭りを開催予定です！！　詳細は近日公開！ ７月２８日（日） H-2
14:10～15:40

（90分）

＜最少催行人数について＞　　各クラス、最少催行人数を設けております。状況により開講を見合わす場合がございますので催行人数についてはお問い合わせください。

お電話でご予約、お申込みください！

受付時間：火～金／11：30～19：00　土・日／10：00～17：00　月／休館日

参加費は全て税込表記となります。　お支払いは、受付にて現金で承ります。（お釣りの無いようご協力をお願いいたします。）

内容

体操とトランポリンを同時に受講できます。体操は跳び箱と
鉄棒、トランポリンは初心者の方でも安心して取り組んで

いただけます。

７月２３日（火） 初めての体操の習い事にぴったり！

少人数クラスで、目いっぱいからだを動かしても
らいます。からだの動かし方、その楽しさを知っ

てもらい、笑顔いっぱいの内容をお届けしま
す！

会員　1,500円
一般  2,000円

TEL　0798-63-6100

会員　4,500円
一般  5,500円

７月２３日（火）

各8名
７月２５日（木）

７月２６日（金）

年中～小・中学生
会員　1,500円
一般  2,000円

「トランポリンを跳んでみたい」と思ったら、まず
このクラス！初めての方は基本的な技から取り
組み、楽しく跳んでいただけます！

CUPS生の方は、通常クラスの＋α に！
たくさん力をつける夏にしましょう！

年中～小学生
会員　2,000円
一般  2,000円

9:30～11:15
（105分）

13:00～14:45
（105分）

７月２６日（金）

７月２３日（火）

年中・年長

小学生

A-1

A-2

７月２５日（木）

各30名

この夏だけの特別プログラム！！

ＣＵＰＳの全種目を一度に体験できます。
各種目、盛りだくさんの内容をご用意！
初めてCUPSのイベントにご参加される方は、特
にオススメクラスです！

会員　4,500円
一般  5,000円

各12名

会員　7,000円（1日）
12,000円（2日セット）
一般　8,000円（1日）
14,000円（2日セット）

前期で学んだ各テーマ（４月：Arts＆Supplies　５
月：House　Work　６月：Play　７月：Travel）を２日
間に分けて総復習！歌・ゲーム・クラフト・トラン
ポリンもたくさん跳んでもらいます。
初めての方もお気軽にご参加いただけます。

※2日間セットをお申し込みの方は、両日程に○
をしてください。

各8名

会員　1,500円
一般  2,000円

会員　1,500円
一般  2,000円

9:30～10:30

７月２４日（水）

跳び箱が怖い方大歓迎！「跳び越すって楽し
い」そんな力を身につけてもらいます！
2日間受講で更なるレベルアップもオススメ！

10:45～11:45
前回りが怖い方から逆上がり、空中逆上がりを
練習したい方まで、幅広く丁寧に指導します。
2日間受講で更なるレベルアップもオススメ！

年中～小学生

年中～小学生

各8名

年中～小・中学生７月２５日（木）

７月２６日（金）

各2名

日本体操協会公認バッヂテストの目標級の完
成・苦手な技の克服・宙返りに挑戦！など、個々
の希望に沿った形で、集中トレーニングをしま
す。

７月２６日（金）

年中～小学生 各1名

完全マンツーマンレッスン。
先生と1対1で、お子様や保護者様のご要望に
合わせたレッスンをご提供します！
苦手克服や得意を伸ばす機会にオススメです！

※事前にカウンセリングを行います。

会員　5,500円
一般  6,500円

７月２５日（木）

〒 

ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 生年月日 受付日

名前
男・女

　年　　月　　日

住所

電話番号

ＣＵＰＳ生

一般生


