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●場所         第二ひかり幼稚園内テニスコート（砂入り人工芝 2 面）  

〒702-8026 岡山県岡山市南区浦安本町３３ 

第一ひかり幼稚園内園庭  

〒702-8056 岡山市南区築港新町 2 丁目 17-10 

 

 ●ホームページ  every テニスクラブ HP（ http://everytc.com ）の中に「ひかり校」のページがあります。 

           ※スマートフォンの方は、every テニスクラブトップページの「every テニスクラブひかり校」 

をお選びください。 

 

●お問合せ先                                                                                   

➀   メール     hikari@everytc.com 

ご質問やご相談は、できるだけメールでお願い致します。 

➁  固定電話   緊急の場合は、幼稚園にお電話頂き、コーチにご伝言をお願い致します。 

第一ひかり幼稚園 086-262-2602 

第二ひかり幼稚園 086-263-7492 

  

●クラブからのご連絡                                        

①  Twitter   雨天時の中止連絡、臨時休講などのお知らせは、Twitter にて 1 時間前までにお知らせ致します。 

「ひかり TC」ホームページの Twitter をご覧ください。Twitter のフォローをお勧め致します。 

②  メール    info@everytc.com（every テニスクラブ），hikari@everytc.com（ひかりテニスクラブ）のいずれか 

から、イベントのお知らせや事務的なお願いでメールをお送りします。 

★メールが受信できない方は、「everytc.com」というドメインからのメールを受信できるように、 

迷惑メール拒否設定を変更してください。 

③  電話   ケガなど緊急時の連絡は、ネット予約のアカウントに登録してある携帯番号(入会申込時に登録した携 

帯番号)に連絡致します。レッスン中に連絡がつきやすい番号に変更をお願い致します。 

変更方法は、P.8 をご覧ください。 

 

●クラス 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス 学年 定員 時間 

RUN 年中 10 名 50 分 

HIT 年長 10 名 50 分 

JS 小学低学年 10 名 60 分 

J 1 小学低～中学年 12 名 60 分 

J 2 小学中～高学年 12 名 60 分 

J 3 小学高～中学生 12 名 60 分 

Jr Play 選手コース小学低学年       ― 90 分 

Jr Challenge 選手コース小学中学年       ― 90 分 

Jr Academy 選手コース小学高学年       ― 120 分 

Jr Tour 選手コース中学生       ― 120 分 

クラブ概要 

 

mailto:hikari@everytc.com
mailto:info@everytc.com
mailto:hikari@everytc.com（ひかりテニスクラブ）のいずれか
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●受講料（月額） 

クラス 学年 受講料(税込) 

RUN 年中 
 

《週 1 回コース》 5,800 円 （5,500 円+A＋B） 

《週 2 回コース》 8,500 円 （8,200 円+ A＋B） 
HIT 年長 

JS 小学生（低学年） 

《週 1 回コース》  6,900 円 （6,600 円+ A＋B） 

《週 2 回コース》 10,200 円 （9,900 円+ A＋B） 

 

J 1 小学生（低～中学年） 

J 2 小学生（中～高学年） 

J 3 小学生（高学年）～中学生 

JP 選手コース小学生(低学年) 
 

 

 ※選手コースについて詳しくお知りになりたい方は 

お尋ねください。 JC 選手コース小学生（中学年） 

JA 選手コース小学生（高学年） 

JT 選手コース中学生 

                          

A）テニス保険 200 円/月。 

B) ジュニア強化費 100 円/月。中国大会、全国大会、国際大会に出場する選手のエントリー代などの補助に使用。 

 

 

 

●納入方法 

受講料・テニス保険料・ジュニア強化費の翌月期分を、毎月 27 日、ご指定口座より自動引落しさせて頂きます。 

27 日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日が引き落とし日となります。 

引落しできなかった場合は、下記の口座に銀行振込にてお支払いください。振込手数料はご負担ください。 

 

中国銀行 岡南支店 普通 1757812  カ）エブリイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

納入金 
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●コーチ紹介                                              

永倉直嗣コーチ(副理事長)                 上田昌弥コーチ   

 

                                

高林直貴コーチ                      

                     

every テニスクラブ  

 住所）〒701‐0304 岡山県都窪郡早島町早島 3190－1 

電話）050-3367-5636  H P） http://everytc.com 

 

 

●年間スケジュール 

・各期月曜日からスタートとなります。 

・4 月期～9 月期を前期、10 月期～3 月期を後期とし、その間で振替を行ってください。（P.５ 振替予約の☆参照） 

・幼稚園/保育園の行事によりレッスン時間が変更になる場合があります。  

ホームページやツイッターで、ご確認ください。 

※RUN・HIT クラスのみ、祝日や休園日のレッスンは休講と致します。 

小学生・中学生のクラスは祝日もレッスンを行います。 

幼稚園休園日のレッスンについては、ツイッターやホームページでご確認ください。 

※幼稚園の夏休み期間中(7/21㈭～8/30㈫予定)は、熱中症対策の為 RUN・HIT クラスのレッスンを幼稚園のホール 

で行います。時間の変更はありません。また、この期間以外も暑さが厳しい日は、コーチと園の判断でホールにて 

レッスンを行うことがあります。ツイッターでご確認ください。 

前期 後期 

4 月期 3 月 28 日(月)～4 月 24 日(日) 10 月期  

後期のスケジュールは 

現在未定です。 

最新情報は 

ホームページをご覧ください。 

 5 月期※ ４月 25 日(月)～5 月 29 日(日) 11 月期 

6 月期 5 月 30 日(月)～6 月 26 日(日) 12 月期 

7 月期 6 月 27 日(月)～7 月 24 日(日) 1 月期※ 

 8 月期※ 7 月 26 日(月)～8 月 29 日(日) 2 月期 

9 月期 8 月 30 日(月)～9 月 26 日(日) 3 月期 

    ※ＧＷ休み 4 月 29(金)～５月 5 日(木)    

    ※お盆休み 8 月 11 日(木)～８月 17 日(水) 

※年末年始休み 未定 

また、スケジュールは変更する場合がございますので、最新の情報は HP や Twitter でご確認ください。 

 

レッスン概要 

笑顔で楽しくレッスンします。 

よろしくお願いします。 

みんなで楽しく       

テニスをしましょう。      

よろしくお願いします。 

テニスを通じて、これからの

人生における大切な“何か”を

得て頂けたらと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

http://everytc.com/
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●2022 年度 時間割 

第二ひかり幼稚園 

時 間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 時 間 土曜日 

14:10～15:00   HIT  HIT RUN 9:00～10:00 J1 

15:05～15:55  RUN  RUN HIT 10:00～11:00 J2 

16:30～17:30 J2 JS JS JS J1 11:30～12:30 J3 

J3 J1 J1 J3 J2 14:00～16:00 (JS/JC 練習会) 

17:30～18:30   J2  J3 16:00～18:00 (JA/JT 練習会) 

   J3     

17:30～19:00 
JP/月火木・JC/月火木金  

土(14：00～16：00)は練習会 

19:00～21:00 
JA・JT /月火水木金  

土(16：00～18：00)は練習会 

   ※タイムスケジュールは変更する場合がございますので、最新の情報は HP や Twitter でご確認ください。 

 

第一ひかり幼稚園 

時 間 水曜日 木曜日 

11:40～12:30 HIT  

14:10～15:00  HIT 

 

●レッスン時間変更・退会 

・時間変更や退会は、「every テニスクラブひかり校」ホームページのフォーム、もしくは、 

メール（ hikari@everytc.com ）によってお知らせください。スタッフより折り返しご連絡させて頂きます。 

・退会やコース変更など納入金に影響のある内容は、前月 10 日までにお届けください。 

【例】2022 年 9 月期末に退会したい場合は、2022 年 8 月 10 日㈬までに必ずお知らせください。 

 

●臨時休講 

警報発令時は、幼稚園の休園に合わせて休講します。Twitter にてお知らせいたします。 

新型コロナ・インフルエンザ等で学校が閉鎖された場合やご家族に感染者がおられる場合は、レッスンの参加は

ご遠慮くださり、可能な限りご家庭でお過ごしください。 

 

●ケガ・病気 

安全には十分注意してレッスンを行いますが、万一のケガや発病の場合、原則として薬品を使用しないで応急 

処置を施し、状況に応じて保護者に連絡をして受診等をご相談させて頂きます。 

テニス保険に加入していますので、万一のケガの際にはコーチにご相談ください。 

 

●個人情報 

レッスン中の様子などをＨＰ・パンフレット・チラシ等に掲載させて頂く場合がございますので、予めご了承 

ください。掲載お断りの方は、お申し出ください。 

 

 

 

mailto:hikari@everytc.com
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●キャンセル 

・ご自身のご都合でレッスンをお休みされる際は、必ずネットでキャンセルを行ってください。 

・レッスンの１時間前を過ぎるとキャンセルできなくなります。キャンセルが間に合わなかった場合は、 

受講したものとしてカウントされますのでご注意ください。 

・キャンセルによる空きが出ると、他のお子さんが振替予約を入れることができますので、キャンセルされる際は 

なるべく早く行ってください。 

    ・雨天中止、ならびに、臨時休講の場合は、クラブ側でキャンセルを行います。 

 

●振替予約 

   ・キャンセル後、同じクラスの他の曜日に空きがあれば、ネット予約で、レッスンの振替を行うことができます。 

     ☆前期(4 月期～9 月期)・後期(10 月期～3 月期)のそれぞれの期間内のみ振替ができます。 

この期間内に必ず振替を行ってください。次期への繰り越しはできません。空きがない場合は予約できません。 

梅雨時期のレッスン中止を見越して、先に振替受講をしておくことをお勧めします。 

 

 ●キャンセル/振替予約の方法                  

① every テニスクラブのホームページの「every テニスクラブひかり校」から入り、画面下にスクロールし、 

「ネット予約」の所属クラスを選ぶ。（例）RUN クラス、J1 クラス 

 

② ログイン画面で、ログインネームとパスワードを入力する（一度ログインすると、次回からは入力不要）。 

◆ログインネーム  〇〇〇〇ひかり      ・お子さんの名前（漢字フルネーム）ひかり  

・スペース不要 （例）山田太郎ひかり 

       ◆パスワード  新規の方にはメールにてお知らせしております。 

もしわからない場合はメールにてお問い合わせください。hikari@everytc.com 

 

※週 2 回以上のコースを受講される方は曜日ごとにログインネームがあります。 

2 つ目のログインネーム 〇〇〇〇ひかり２  ・ひかりの後に「数字」をつける 

 

③ カレンダー画面で操作する。 

 

 

スマートフォン 

キャンセル 「あなたの参加」➡「キャンセルしたい日の欄の虫めがねマーク」 

➡「画面右の小さいマーク  」➡「参加削除」 

振替予約 「予約可能」➡「予約したい日の欄の虫めがねマーク」 

 ➡「新規参加作成」➡「参加作成」 

 

PC 

（デスクトップ） 

キャンセル 「予定のタブ」➡「表の中のキャンセル日」 

➡「クラス表示の中の小さいマーク  」➡「参加編集の中の参加削除」 

振替予約 「予約可能」➡「表の中の受講希望日」➡「クラス表示の中の新規参加」 

➡「新規参加の中の参加作成」 

    

 

レッスンのキャンセル・振替予約 
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全ての持ち物にはっきりとご記名ください。 

□ 動きやすい服装 幼稚園などで使用している遊び着や、T シャツ・ジャージなど。 

★試合に出場する時は、ゲームシャツとテニスシューズが必要となります。 

□ 靴下 必ずはいてください。 

□ 帽子 日差しが強い時季には、必ずかぶりましょう。 

□ タオル  

□ 着替え 汗をかく時季には、必要に応じてご用意ください。 

□ ラケット お持ちのラケットで OK です。ご購入される場合は、サイズや種類についてコーチに

ご相談ください。ガットの張替えもご相談ください。 

□ シューズ 園児は幼稚園の外靴で OK です。小学生は、砂入り人工芝用テニスシューズをお勧め

します。雨上がりに長靴を履いて登園される日は、長靴でレッスンを受けることにな

ってしまいます。安全面を考え、動きやすいシューズをお持たせください。 

□ 飲み物 お茶、お水、スポーツドリンクなどを適量ご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

① 心をこめてあいさつをする 

・レッスン開始時は、「よろしくお願いします」レッスン終了時は、「ありがとうございました」と大きな    

声で言いましょう。 

・プレー終了後、支えてくれる家族や周りの人への感謝を込めて、「ありがとうございました」と言い、おじぎ

をしてからコートを出ましょう。 

②コーチの話を聴く 

・良い姿勢で、コーチの目を見て、話を聴きましょう。 

・大きな声で「はい」と、返事をしましょう。 

③本気でがんばる 

 ・ボールを打つ時も、順番を待つ時も、ボールを集めるときも本気でがんばりましょう。 

・コーチに呼ばれたら、本気で走って集合しましょう。 

④道具を大切にする 

・ラケット、シューズなど、自分の道具を大切にしましょう。 

・ボール、ネット、ブラシ、ベンチなど、みんなで使う道具も大切にしましょう。 

 

 

 

 

 

服装・持ち物   

 

レッスンルール 
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●第二ひかり幼稚園 

駐車場/駐輪場 

 お車   幼稚園駐車場に後ろ向きに駐車してください。 

幼稚園東側入口から駐車場に入り、北側出口からお帰り下さい。 

一方通行ですのでご注意ください。 

幼稚園の駐車場は、徐行運転してください。 

レッスン前は西側の職員駐車場前の通路を歩いて、お子さんと一緒にテニス門までお越しください。 

園児とは手をつないでください。  

お帰りの際も、テニスコート入口から駐車場/駐輪場まで、お子さんと一緒にご移動ください。 

 

自転車 正門付近に駐輪してください。幼稚園内は自転車をおして歩いてください。 

 

 

※お願い 

園行事のため駐車場が込み合う日があります。 

テニスコートに近い場所にテニス送迎用の駐車場を確保し、事前に Twitter でお知らせ致しますので、 

お気を付けてお越しください。 

 

 

 

 

●第一ひかり幼稚園 

在園児の方は、通常の登降園と同じ方法で送迎をお願い致します。 

『ひかり学園ガイドブック』Ｐ.16 「第一ひかり幼稚園お車での登降園」のページをご覧ください。 

 

 

●見学について 

レッスンの時間帯は、預かり保育・学童保育の送迎で駐車場が込み合うことがありますので、見学は原則なしとさせて

頂きます。見学を希望される場合は、hikari@everytc.com にメールでお知らせ頂くか、コーチにお声掛けください。 

なお、幼稚園の夏休み期間中は、駐車場に空きがございます。暑さが厳しく体調も変わりやすい時期ですので、できる

だけ見学をしていただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

送迎  

mailto:hikari@everytc.com
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●第一ひかり幼稚園・第二ひかり幼稚園に在園中の方は、月・火・木・金曜日 14：10 開始のレッスンと、 

 

水曜日 11：40 開始のレッスンをお子さまだけでそのまま受講することができます。 

お迎えは、第一ひかり幼稚園は通用門に、第二ひかり幼稚園はテニス門にお起こしください。 

また、オレンジバス 2 便で降園する方は、通常のバス降園が可能です。バス降園の方が、レッスン終了後に 

園にお迎えに来られる場合、日割り料金がかかることがあります。詳細は、幼稚園教諭にお尋ねください。 

 

●第一ひかり幼稚園・第二ひかり幼稚園日割り預かり保育・月極預かり保育(おりーぶ組)・ひかりキッズ 

クラブの保育中にレッスンを受講することができます。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会時に登録して頂いたメールアドレス・携帯番号に変更がある場合は、ご自身でネット予約画面から更新してください。 

≪変更方法≫ 

every テニスクラブホームページ➡「ひかりジュニア予約」➡「ネット予約」➡カレンダー画面の下「ユーザー設定」 

で「メール」「携帯番号」「パスワード」を変更することができます。 

    

そのまま受講  

 

次のような、テニスレッスンに関する変更事項がある場合は、幼稚園・おりーぶ組・ひかりキッズクラブの

担任の先生に、お知らせください。よろしくお願い致します。 

① 入会・退会する時 

② クラス変更・曜日変更をする時 

③ テニスレッスンをキャンセル・振替した時 

④ 夏休みなどの特別レッスンをそのまま受講する時 

 

   

 

《お願い》 

 

連絡先更新について 


