創作工房 お約束事
14・休会について

ご入会への流れ

教室を円滑に進めるためのお約束事です。
お時間いただきますが、お目通しお願いいたします。

1ヶ月以上の休みを「休会」とし、
3ヶ月を有効とします。
有効

❶ 申込書を提出

休会のご連絡をいただき、
休会費として
（月謝の半額分×希

話・メールで同内容を先にお伝えいただき、受付とします。

1・ 通常教室の受講について

休会は希望日の1ヶ月前までにお申し出ください。
（休会希

ますと幸いです。

3・ 入会について

期限を過ぎ、
ご連絡がない場合は自動的に退会となります。
望月数）
をお納めください。

望日が3月1日ならば2月1日までにお願いします。
）
ご連絡が

遅れた場合や当月の休会は画材・モチーフ等の準備の都合上、
月謝をお納めいただきます。
ご了承ください。

15・退会について
退会する場合は、
１ヶ月前までにお申し出ください。
（退会希

望日が３月１日ならば２月１日までにお願いします。）当月の
退会は、画材・モチーフ等準備の都合上、
月謝をお納めいただ

きますのでご了承ください。

申込書にご記入の上、FAXを送信していただくか、
お電

※準備の都合上、
希望日一週間前までにご連絡いただけ
❷ 事務所からご連絡

申込書を受付ましたら、
事務所から確認（在籍クラス、金
額など）のご連絡をいたします。
❸ ご来室

もくじ

2・ 特別教室の受講について
4・ 月謝について

12・ 時間外の教室について

謝（+画材セット代）
をお持ちください。
ご入金いただいた
時点で、正式な入会となります。

入会をご検討中の方へ！！

無料体験受付中です。

5・ 通常教室の受講クラスについて

13・ 展覧会について

7・ 空調費について

15・ 退会について

6・ 画材・道具・作品について
8・ 連絡方法について

1・通常教室の受講について
通常教室は、
ご入会いただいた方
（※以降「会員」とします）
会員は、
たまあーと主催の特別教室などの際、
受講料は一

退会後、各自の道具･作品は速やかにお持ち帰りください。

般価格から割引されます。

再度入会を希望する場合には、入会金の半額と設備費をい

2・特別教室の受講について

ただきます。
ご了承ください。

特別教室の受講は、
ご入会の必要はありません。
受講料は一般価格となります。

16・その他

子様の安全確保に務めさせていただきます。

施設内における盗難・負傷・その他の事故については、
本

教室は責任を負いません。
ご了承ください。

常に皆様にご利用いただきやすいように、
改善して参ります。
皆様のご意見で成り立っております。
何なりとお申し付けいただけるとありがたいです。
心よりお待ち申し上げます。
よろしくお願いいたします。

16・ その他

のみ受講できます。

後日お納めいただきます。
ご了承ください。

先に避難をいたします。
保護者の方のお迎えがあるまで、
お

14・ 休会について

たまあーと創作工房には、
毎週受講する「通常教室」
（入会が必要）と、
毎月又は、季節ごとに開催する「特別教室」
（入会不要）があります。

定員状況は流動的ですので、詳しくはお問い合わせください。

また、ご連絡なしに３ヶ月間お休みが続いた場合は、
自動退

お子様が受講されている授業内に大きな災害が発生した

11・ 授業日の変更について

ご入会希望初日に、申込書・入会金・設備費・当月分の月

会とさせていただきます。ただし、
その間のお月謝は基本的に

場合には、近隣の避難場所「一宮小学校」
（別紙参照）
を最優

9・ 欠席について

10・ 振り替えについて

創作工房

〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮2553-8
TEL ／ FAX ０４７５-４２-６１３８
メールアドレス tamart@earth.ocn.ne.jp
OPEN ： ㊌ 〜 ㊏１０：００〜

その他、出張授業などで臨時休業となる場合がござます。
ご確認の上、ご連絡ください。

3・入会について
入会は、
随時受付けております。

月の途中で入会の場合は、月謝の回数割りをさせていただ

きます。

入会金、設備費、画材セット代
（コバルト教室・こども教室の

み）、
当月分の月謝、入会申込書を添えてお申込みください。
入金次第、
正式なご入会となります。

材料等の準備の関係上、入会受付終了後のキャンセルは、

大切なお約束です。お手元に保存ください。
このお約束事は２０２2年３月現在のものです。
変更になった場合は、随時お知らせいたします。

諸手続き料金をご納入いただきます。

入会手続き後のキャンセルは、
ご返金いたしませんのでご

了承ください。

家族入会の場合、入学金が半額となります。

4・月謝について
月謝（授業料）
は当月分を前月末までにご納入ください。

3ヶ月間滞納された場合、
退会とさせていただきます。
ご了

承ください。

5・通常教室の受講クラスについて
教室の各クラスは、
定員になり次第締切になります。
ご了

承ください。

《美術教室》
《コバルト教室》

在籍クラス
（曜日・時間）
と受講回数をお決めください。

教室の定めるたまあーと通常授業カレンダー
（別紙参照）

の日程をもとにご受講ください。

月２回クラスの方は受講予定日を、前もってお知らせくだ

《こども教室》

専用画材セットがございます。

およそ年に３回ほどの割合で、補充した画材をまとめた明

でお願いいたします。

消耗した画材は授業中に随時補充します。

細書を、月謝袋に添付してご請求いたします。次月の月謝とと

もに、
お支払いをお願いいたします。

絵の具やボンドを使用します。制作が思いきりできるよう

に、
絵の具がついたほうが、かっこいい服でお越しください。
画材・道具は準備をする事も含めて教育の一環とさせてい

ただいていますので、毎回お持ち帰り、
またご持参いただい

ております。

授業時の持ち物につきましては３ヶ月毎にお渡ししており

ますカリキュラム表に明記してあります。

さい。
モチーフをご用意させていただきます。

突然お越しいただいた場合、
人数に制限があるためお断り

する場合がございます。
必ず事前にご連絡をいただきますよ

うお願いいたします。

7・空調費について
年度末に空調費をいただきます。金額は気象条件等によっ

て変動いたします。
ご了承ください。

《こども教室》

在籍クラス
（曜日・時間）をお決めください。

教室の定めるたまあーと通常授業カレンダー
（別紙参照）

の日程をもとにご受講ください。

6・画材・道具・作品について
皆さん同じものをお待ちの場合もございますので、
基本的

に画材類は毎回お持ち帰りいただいております。
ご協力をお
願いいたします。

道具類には必ずお名前をご記入ください。

各作品は完成後返却となります。
紛失、
破損の原因になり

ますのでお早めにお持ち帰りください。

《美術教室》

それぞれ興味ある画材・技法からカリキュラムを進行して

いきますので、画材類は各自でご用意いただいております。
教室でも画材のご注文を受け付けております。
お申し付けく
ださい。

《コバルト教室》

専用画材セットがございます。

制作内容により材料費が別途ご入用の場合がございます。

振り替えは、
欠席日の１ヶ月以内で、
定員に満たないクラス

に限り可能です。

8・連絡方法について
連絡は電話かメールでお願いいたします。

たまあーとの各種SNSのメッセージでは受付けておりま

せん。

9・欠席について
欠席の場合は、教室準備の都合上、
できる限り早めに電話

かメールにてご連絡をお願いいたします。

お休みの方が出た場合、振り替え授業受講希望の方に定

員枠内でご参加いただいております。無断欠席されますと、
ス

ムーズに計らえませんので、
必ずご連絡いただけますよう、
ご
協力をお願い申しあげます。

10・振り替えについて
在籍クラスの、
ご都合で欠席になった授業分を、他のクラ

ス枠で振り替えすることができます。
その際は、
できる限り早
めに電話かメールにてご連絡をお願いいたします。

こども教室につきましては、
できる限り同一カリキュラム内
また、
授業の前振り替えも受け付けますので、
長期お休み

の場合などはご相談ください。

受講者がいないクラスはプライベートレッスン等で教室を

使用する場合がありますので、振り替えの予約は一週間前ま

でにお願いいたします。当日のお申込みは、定員や予定変更な

どの都合でお断りする可能性がございます。
ご了承ください。

なお、
休会・退会のご連絡後の振り替えはご遠慮ください。

11・授業日の変更について
授業日が変更になる場合がございます。
前もって代行授業

等のお知らせをいたします。
ご協力をお願い申しあげます。

12・時間外の教室について
追加授業も受け付けております。
お気軽にお尋ねください。

プライベート・グループレッスン、
出張教室も受け付けており

ます。
詳しくはお尋ねください。

13・展覧会について
３〜４年ごとに展覧会を計画しています。
展覧会を開催す

る場合には展覧会費をご納入いただきます。
決まりましたら、
その都度詳しくご連絡申しあげます。

●美術教室展覧会：２０２２年開催
●こども教室展覧会：２０２４年開催予定

