
2020 年 5 月 21 日 

本科会員各位 

ジャンピングスクール株式会社 

代表取締役 河合 由貴 

本科レッスン再開のお知らせ 

平素はジャンピングスクールにご理解、御協力いただき、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止による政府からの緊急事態宣言が解除された事から、以

下の通り、本科レッスンを再開させていただきます。 

なお、感染予防対策を継続し再開としますので、下記内容をご確認下さい。 

会員様方にはご不便・ご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

１．再開日 

   5/23（土）～ 

 

２．授業・休会・振替について  

１）上記より通常通り行いますので授業への参加を各ご家庭で判断していただき授業

にお越しください。  

２）休まれた場合の振替は、通常の振替回数に含まず、12 月末まで有効とします。 

  ※ご都合の良い日を、お振替・曜日変更手続きをしていただきご来館ください。  

３）4.5.6 月の休会費は無料とさせて頂きます。 

     ※各月、1 度でも授業に参加された方は、休講期間中のレッスン分を 12 月末ま 

でに振替をお願い致します。 

  ４）5 月の検定は行いません。 

 

３．会員様へのお願い 

１）ご来館前に検温をしていただき 37.5 度以上の熱がある場合は、授業参加はご遠慮

ください。 

２）発熱によりレッスンをお休みされた方は、解熱後、1 週間を経過するまでレッスン 

をお休みして下さい。 

   レッスンへの復帰については、各曜日担当指導員とご相談をお願いします。 

  ３）授業に入る前に手洗い、消毒を行ってください。 

  ４）保護者様は密集状態を避ける為、入館禁止とさせて頂きます。車中等でお待ちいた

だくようお願いします。 

５）新型コロナウイルスと診断された場合は、速やかにご連絡してください。  

また、会員様の近親者が感染された場合も同様にご連絡ください。    

  以上 



2020 年 5 月 5 日 

本科会員各位 

ジャンピングスクール株式会社 

代表取締役 河合由貴 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止による本科レッスン臨時休講のお知らせ 

 

 

平素はジャンピングスクールにご理解、御協力いただき、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止による政府からの緊急事態宣言を受けまして、会員様と

職員の健康と安全確保を最優先に考え下記のとおり、本科レッスンを臨時休講させていた

だきます。 

会員様方には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

臨時休講期間 

 

4 月 17 日（金）～ 緊急事態宣言が解除されるまで 

 

 

尚、感染拡大状況により休講期間が変更する場合がございますので、その際は改めてお知ら

せ致します。 

 

 

休講期間中（4・5 月）の授業料は休会の場合は無料とし、振替は 12 月末まで行えます。 

 

 

 

以上 

 

 

 



2020 年 4 月 16 日 

本科会員各位 

ジャンピングスクール株式会社 

代表取締役 河合由貴 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休講のお知らせ 

 

 

平素はジャンピングスクールにご理解、御協力いただき、誠にありがとうございます。 

 この度、新型コロナウイルス感染拡大防止による政府からの緊急事態宣言を受けまして、 

会員様と職員の健康と安全確保を最優先に考え下記のとおり、全営業と全授業を臨時休講

させていただきます。 

会員様方には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

臨時休講期間 

 

4 月 17 日（金）～5 月 6 日（水） 

 

 

尚、感染拡大状況により休講期間が変更する場合がございますので、その際は改めてお知ら

せ致します。 

 

 

また、休講期間中（4・5 月）の授業料は休会の場合は無料とし、振替につきましては 8 月

末まで行えます。 

 

 

 

以上 

 

 



令和 2 年 4 月 9 日更新版 

会員様各位 

京都ジャンピング体操クラブ 

ジャンピングスクール（株） 

 

新型コロナウイルスへの対応について（一覧版） 

 

平素より、当クラブへのご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

掲題の件につきまして、当クラブの対応は、4 月 9 日時点で以下の通りとしております。 

 

【4 月 9 日版変更内容】 

※4 月の休会費を無料とさせて頂きます。 

※発熱によりレッスンをお休みされた方は、解熱後、1 週間を経過するまでレッスンをお

休みして下さい。 

※レッスンへの復帰については、各曜日担当指導員とご相談をお願いします。 

 

【授業について】  

〇通常通り行いますので各ご家庭で判断していただき授業にお越しください。 

 ※但し、今後の状況に応じて変更が生じる場合があります。  

〇休まれた場合、通常の振替え回数に含まず、7 月末まで有効とします。 

 ※ご都合の良い日を、お振替・曜日変更手続きをしていただきご来館ください。  

〇4 月の休会費は無料とさせて頂きます。 

 

【会員様へのお願い】  

〇ご来館前に検温をしていただき 37.0 度以上の熱がある場合は、授業への参加はご遠慮

ください。 

〇発熱によりレッスンをお休みされた方は、解熱後、1 週間を経過するまでレッスンをお

休みして下さい。 

 レッスンへの復帰については、各曜日担当指導員とご相談をお願いします。 

 〇授業に入る前に手洗い、消毒を行ってください。 

 〇保護者様は密集状態を避ける為、入館禁止とさせて頂きます。車中等でお待ちいただく

ようお願いします。 

〇新型コロナウイルスと診断された場合は、速やかにご連絡してください。  

また、会員様の近親者が感染された場合も同様にご連絡ください。  

以上 



令和 2 年 4 月 2 日更新版 

会員様各位 

京都ジャンピング体操クラブ 

ジャンピングスクール（株） 

 

新型コロナウイルスへの対応について（一覧版） 

 

平素より、当クラブへのご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

掲題の件につきまして、当クラブの対応は、4 月 2 日時点で以下の通りとしております。 

 

【4 月 2 日版変更内容】 

※振替期日を 5 月末→7 月末までに変更させて頂きます。 

 

【授業について】  

〇通常通り行いますので各ご家庭で判断していただき授業にお越しください。 

 ※但し、今後の状況に応じて変更が生じる場合があります。  

〇休まれた場合、通常の振替え回数に含まず、7 月末まで有効とします。 

 ※ご都合の良い日を、お振替・曜日変更手続きをしていただきご来館ください。  

 

【会員様へのお願い】  

〇ご来館前に検温をしていただき 37.0 度以上の熱がある場合は、授業への参加はご遠慮

ください。 

 〇授業に入る前に手洗い、消毒を行ってください。 

 〇保護者様は密集状態を避ける為、入館禁止とさせて頂きます。車中等でお待ちいただく

ようお願いします。（３月 9 日追加）  

〇新型コロナウイルスと診断された場合は、速やかにご連絡してください。  

また、会員様の近親者が感染された場合も同様にご連絡ください。  

 

 

 

 

以上 

 

 

 



令和 2 年 3 月 9 日更新版 

会員様各位 

京都ジャンピング体操クラブ 

ジャンピングスクール（株） 

 

新型コロナウイルスへの対応について（一覧版） 

 

平素より、当クラブへのご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

掲題の件につきまして、当クラブの対応は、３月 9 日時点で以下の通りの対応としており

ます。 

 

【授業について】  

〇通常通り行いますので各ご家庭で判断していただき授業にお越しください。 

 ※但し、今後の状況に応じて変更が生じる場合があります。  

〇休まれた場合、通常の振替え回数に含まず、5 月末まで有効とします。 

 ※ご都合の良い日を、お振替・曜日変更手続きをしていただきご来館ください。  

 

【会員様へのお願い】  

〇ご来館前に検温をしていただき 37.0 度以上の熱がある場合は、授業への参加はご遠慮

ください。 

 〇授業に入る前に手洗い、消毒を行ってください。 

 〇お車でお越しの保護者様へは密集状態を避ける観点から見学室のご利用を極力控え 

いただき、車中等でお待ちいただくようお願いします。  

〇新型コロナウイルスと診断された場合は、速やかにご連絡してください。  

また、会員様の近親者が感染された場合も同様にご連絡ください。  

 

〇保護者様は密集状態を避ける為、入館禁止とさせて頂きます。車中等でお待ちいただく

ようお願いします。（３月 9 日追加） 

 

 

以上 

 

 

 

 



会員様各位 

 

新型コロナウイルスへの対応について 

 

 平素より、当クラブへのご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

当クラブでは、消毒スプレー（次亜塩素酸水・アルコール）を設置し、手洗い・うがいの励

行等の感染拡大防止策を強化させて頂きます。 

会員様も、健康管理・体調管理を十分していただくと共に、ご理解とご協力を賜りますよう

宜しくお願い致します。 

 

さて 2 月 29 日から配布させて頂いたお手紙に変更がありますのでお伝え致します。 

 

【会員様へのお願い】 

〇保護者様へは密集状態を避ける為、入館禁止とさせて頂きます。車中等でお待ちいただく

ようお願いします。 

 

 

令和 2 年 3 月 9 日 

京都ジャンピング体操クラブ 

ジャンピングスクール（株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会員様各位  

 

新型コロナウイルスへの対応について 

 

平素より、当クラブへのご理解、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

 当クラブでは、消毒スプレー（次亜塩素酸水・アルコール）を設置し、手洗い・うがいの

励行等の感染拡大防止策を強化させて頂きます。 

 会員様も、健康管理・体調管理を十分していただくと共に、ご理解とご協力を賜りますよ

う宜しくお願い致します。  

 

さて昨日（2/27）、国から新型コロナウイルス感染拡大を防止するため全国全ての小学校、 

中学校、高等学校、特別支援学校について休校とするよう要請がありました。  

 

これを受けまして、当クラブの授業について現在の決定状況並びにお願いをお知らせい

たします。 

 

 【授業について】  

〇通常通り行いますので各ご家庭で判断していただき授業にお越しください。 

 ※但し、今後の状況に応じて変更が生じる場合があります。  

〇休まれた場合、通常の振替え回数に含まず、5 月末まで有効とします。 

 ※ご都合の良い日を、お振替・曜日変更手続きをしていただきご来館ください。  

 

【会員様へのお願い】  

〇ご来館前に検温をしていただき 37.0 度以上の熱がある場合は、授業への参加はご遠慮

ください。 

 〇授業に入る前に手洗い、消毒を行ってください。 

 〇お車でお越しの保護者様へは密集状態を避ける観点から見学室のご利用を極力控え 

いただき、車中等でお待ちいただくようお願いします。  

〇新型コロナウイルスと診断された場合は、速やかにご連絡してください。  

また、会員様の近親者が感染された場合も同様にご連絡ください。  

 

 

令和 2 年２月 29 日  

京都ジャンピング体操クラブ  

ジャンピングスクール（株） 


