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今年のサマーキャンプ、【Summer at Hello Kids 2021!】は、とってもスペシャルです！毎日、クラフトにスナック、プレゼントからゲームま

で盛沢山の中、テーマに沿って、素晴らしい夏の思い出をつくっていきます！2 歳～11 歳のお子さまが対象です！年齢にふさわしいアクティ

ビティやチャレンジが待っていますので、ご期待 ください！ また今年は、期間中に 2 回、ハローキッズのスクールバスで日帰り遠足の計画もご

ざいますので、詳細をご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【プレゼント！】 

毎日、クラスの最後にプレゼント

があります！今年のサマーキャン

プのテーマ、『Summer at 

HKIS 2021! 』に沿った 

サプライズギフトをお楽しみに！ 

 

【Summer Camp 詳細！】 

日程：7/26(月)～8/4(水) 

時間：午前 9 時～午後 3 時 

(以前より 1 時間延長になりました) 

※7/27(火)・8/2(月)は HK 千葉日帰り遠足予定（下記） 

※7/31(土)午後 5 時～8/1(日)午前 8 時 HKIS で 

   お泊り会を開催（右記） 

対象年齢：2 歳～11 歳 / 5 歳～ （お泊り会） 

●１日から、お好きな日数ご参加いただけます。 

Covid-19 のこともございますのでスポットは 18 名/日と 

限られておりますのでお早目のお申し込みを！ 

●遠足については 3 歳以上が参加可能です。 

 

 

【HK 千葉 日帰り遠足！】 

7/27(火)・8/2(月) 

 『HK 千葉へ日帰り遠足』へ！ 

HK 千葉遠足の日は 午前 8 時半～午後 3 時半 

開催は緊急事態宣言が解除された場合に限りますので、遠足が難

しい場合は 2 つのスクールバスを使って文京区周辺の公園へ出かけ

ます。『冒険のテーマ』に沿った登山ができる公園です！ 

※遠足先が HK 千葉の場合のみ時間に変更があります 

 

 

 

【スナック】   

子供たちが毎日、自分たちでスナックを作って楽しみます！リーダ

ーたちにもお手伝いしてもらいます。 

※お申し込み時にアレルギーの有無を必ずお知らせください。 

 

【クラフト】 

毎日がサプライズクラフト！年齢

に合わせた簡単なものからチャ

レンジングなものまで、夏を楽し

むための素敵な思い出の品を

一緒につくりましょう！ 

 

【HKIS でのお泊り会！】 

7/31(土)午後 5 時～8/1(日)午前 8 時！ 

今年の新しいコトとして、HKIS での一泊のお泊り会も開催！ 

● おいしい夕食も提供します 

● 翌朝の簡単な朝食はご持参ください 

● ナイトウォーキングやムービー鑑賞、望遠鏡を使用しながら夜の楽しいア

クテビティ！ 

● 7/31 のサマーキャンプにご参加の場合は 3 時に一度ご帰宅いただ

き、お風呂に入ってから 5 時に HKIS にいらしてください。 

8/9(月) & 8/13(金) 

午後 1 時～翌日午前 8 時 

夏のボーナススケジュールとして上記の日程で HKIS で一泊のお泊り会も開

催！自宅で昼食をお済ませください。全てのお食事が提供されます。 

 

 

 

 

 

 



Summer at HKIS 2021! 
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This year's Summer at Hello Kids 2021 is going to be very special! Based on its popularity, we will follow a 

similar format to last year! From the crafts to the games and snacks, every day will be a surprise-theme, 

bringing with it so many amazing memories and fun for every child to experience! Whether your child is 2 

years old or 11 years old (or in between!), we will create age-specific activities providing excitement and 

challenge! As a bonus, we will have 2 amazing excursions during the Summer Camp program to locations 

accessible by our Hello Kids’ school buses! 

 

*This year`s Summer Camp is a great chance for you to use your makeup tickets! Your tickets will be 

calculated by-hour, with each hour subtracted based on the number of days you will attend! 

*You can attend one, or as many days as you like this year based on availability!  

 

Snacks: 

We have decided this year that the kids themselves will help make the snacks everyday - and they are 

amazing snacks! Our menu will include: soft ice cream with various sprinkles, shaved ice, roasted 

marshmallows with cookies (smores) and so on…! 

*Please apply early so we can decide on each days snacks. We will base our decision on allergies as well 

as student-ages. 

 

Presents: 

Aside from creating and eating their own snacks, we will be giving everyone some very special presents 

this year after each day! The presents are different from previous Summer Camps and will connect to the 

theme: Summer at Hello Kids 2020!  

 

Crafts: 

We have a surprise craft every day!  The special crafts will be all about water play, what we can drink in 

the summer, fun puzzles and much more! All crafts will connect with the joy of Summer with our friends! 
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お持物のご案内 …Please bring: 

 

■お弁当  

食べやすいお弁当をご持参ください 

Easy to eat lunch 

■水筒（夏ですので大き目の水筒にいっぱいに、お水かお茶を入れてお持ちください） 

Water bottle (please ensure it is full before arriving) 

■ハローキッズの帽子（一般の方も日除けの帽子をご持参ください） 

Your Hello Kids’ hat (please bring a regular hat if you are non-student) 

■お着替え一式（校内はソックス着用ですのでソックスの替えもお持ちください） 

Change of clothes (please bring socks as well) 

■ハンドタオル 

 Hand towel 

■お持物はハローキッズバッグに入れてお持ちください 

（一般の方は荷物が 1 つにまとまるバッグに入れてお持ちください） 

Your Hello Kids’ bag (Please bring a big enough bag that fits all of your belongings) 

■マスク（予備用もお持ちください。） 

Please wear a mask. 

※スナックはこちらでご用意しますので、お持ちいただかなくて大丈夫です。 

必ずアレルギーの有無をお申込書にご記入ください。 

No need for a snack, we will provide snack at school! 

 

お泊り会のお持物・・・ Please bring: 

■お持ち物：朝ごはんのおにぎりやパン(7/31～8/1 のみ)、フェイスタオル、ハンドタオル、着替え一式、ハローキッ

ズの帽子、朝に必要なもの（ヘアブラシ、洗顔等）、寝袋、枕、パジャマ 
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Summer at HKIS 2021! Application             Date:  /

 / 

生徒名 

Name of 

student 

 

 

 

 

 

生年月日 

Date of birth 

 

______/________/______ 

  （年齢 Age:__   ） 

Email 

Address 

 

  

住所 

Address 

〒   - 

 

＊Emergency contact 緊急連絡先（Mobile phone 携帯番号） (            )                     － 

バス送迎利用：料金は片道 400 円～600 円です。初めてご利用の方はお尋ね下さい*お泊り会はバスはございません。 

                           無            有 

Please check the days you would like to join. *You can join from one day! 

□July 26(Mon)    □July 27(Tue)     □July 28(Wed)    □July 29(Thu)     □July 30(Fri)   

□July 31(Sat)         □July 31(Sat 1 night)          □Aug 2(Mon)             □Aug 3(Tue)  

□Aug 4(Wed）             □Aug 9(Mon 1 night)               □Aug 13(Fri 1 night) 

ランチ利用：500 円/1 回 ＊ 千葉遠足の日はお弁当ご持参が必要です。 

                         無             有 

Allergies アレルギー 無 None ・ 有 Yes      (_________________________________________________________)                

＊At snack time, we will all eat the same thing, so if your son / daughter has any allergies please make sure to let us know beforehand. 

今年はみんなでスナックを作って食べます。事前にお子さんのアレルギーに合わせて内容を調整いたしますので、お知らせください。 

【料金 Fee】 

在校生 Student of HKIS ￥8,200 （Tax included） / 一般 Non-Student of HKIS ￥8,950 （Tax included） 

お泊り会の料金 7/31 : \4,500 (Tax Included)            8/9 & /13 : ￥7,400 (Tax Included)  

【キャンセル料金について Cancelation】 

Cancelations for any reason after July 9th (Fri) will require a cancelation fee of 50%. 

（7/9(金)以降のキャンセルは 50％のキャンセル料金がかかります） 

Cancelations for any reason after July 16th (Fri) will require a cancelation fee of 100%. 

（7/16(金)以降のキャンセルは 100％のキャンセル料金がかかります） 

☆Fees for students will be included in your September tuition. If you are not a student, please remit the total fee by July 

16h (Fri) to the account below. (在校生のサマーキャンプ料金につきましては、９月のお月謝と一緒に引き落としとなります。一般生徒については、

下記の口座に 7/16(金)までにお振込みください。) 

 

みずほ銀行 鶴見駅前支店 普通口座 1184028 株式会社 Ｆｕｔｕｒe 

 

合計日数: _________ 合計金額： ________________________    Hello Kids : _______________________ 


