
CUPS 2018サマースクール!! 

鉄棒逆上がり 3日間、2日間集中！ 
特別特訓コース！ トランポリン 

個別プログラム！ 

CUPS西宮北口 ℡：0798-63-6100 

Geekids 2日間預かり型のSpecialプログラム！ 
All  Englishの学び溢れるレッスン！ 

げんきっず3～4歳クラス 
なわとび特訓クラスもあるよ！ 

2日間たくさん跳ぶ！ 
レベルアップコース！ 

苦手克服！オーダーメイドレッスン！ 



　ＣＵＰＳ西宮北口　2018サマースクール
　　トランポリン 　　個別プログラム

達成シリーズ２日間講座【トランポリン】 ※年少対象の「ぴょんきっず」クラスは、別途ご案内させていただきます！ 達成シリーズ個別プログラム【体操】

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

年中・年長 A-1 13:30～14:30 ７月２４日（火） 年中～小学生 F-1 17:30～18:30

小学生 A-2 14:45～15:45 ７月２５日（水） 年中～小学生 F-2 17:30～18:30

年中・年長 A-3 13:30～14:30 ７月２６日（木） 年中～小学生 F-3 16:00～17:00

年中～小学生 A-4 14:45～15:45 年中～小学生 F-4 13:30～14:30

小学生 A-5 16:00～17:00 年中～小学生 F-5 14:45～15:45

年中～小学生 A-6 9:30～10:30 年中～小学生 F-6 16:00～17:00

年中～小学生 A-7 10:45～11:45

年中～小学生
A-8

(予備)
13:30～14:30 　　個別プログラム

年中～小学生
A-9

(予備)
14:45～15:45 達成シリーズ個別プログラム【トランポリン】

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費

　　体操 年中～小学生 G-1 16:00～17:00

達成シリーズ３日間講座【鉄棒・逆上がり】 年中～小学生 G-2 17:30～18:30

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費 ７月２５日（水） 年中～小学生 G-3 17:30～18:30

年中・年長 B-1 13:30～14:30 ７月２６日（木） 年中～小学生 G-4 17:30～18:30

年中～小学生 B-2 14:45～15:45

小学生 B-3 17:30～18:30 　　Ｇｅｅｋｉｄｓ＆Active English 特別企画！

達成シリーズ２日間講座【鉄棒・逆上がり】 ＜7/24・25＞Active English Special Summer Lesson　　＜7/26・27＞ Writing Workshop 

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 参加費

年中・年長 C-1 9:30～10:30 小１～小４ H-1

小学生 C-2 13:30～14:30 年少～年長 H-2

達成シリーズ２日間講座【縄跳び二重跳び】

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費

年中・年長 D-1 10:45～11:45
個々のレベルに合わせた跳び方をしっかり身
につけるプログラム！

＜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。

小学生 D-2 14:45～15:45 二重跳び完成に向けた2日間集中プログラム！

達成シリーズ２日間講座【げんきっず３－４歳】

日程 対象 記号 申込 時間 定員 内容 参加費 申込講座数

７月２８日（土）ＣＵＰＳ夏祭りを開催予定です！！　詳細は近日公開！

まずはお電話でご予約、お申込みください！

申込日 受付

受付時間：月～金／10：30～19：00　土／9：00～17：30　日／9：00～16：00 ＜お支払い方法＞　会員／口座引落し　一般／お振込み

CUPS会員　　・　　　一般

TEL　0798-63-6100

初心者の方は基本技から順番にマスターし
ていきます。日本体操協会公認バッヂテスト
５級～４級レベルの習得を目指すコース。中・
上級者は３級以上にも挑戦しましょう！

逆上がり完成に向けた3日間集中プログラ
ム！

会員　4,500円
一般  5,500円

会員　6,500円
一般  7,500円

講座

／

別紙参照

会員　5,500円
一般  6,500円

７月２７日（金）

各１名

苦手克服、基礎体力アップ、身のこなしを良く
する方法を知りたいなど、ご要望に合わせた

レッスンを行います！
お子さまのレベルに合わせた１対１のレッス

ンとなります。

※事前にカウンセリングを行います。

７月２４日（火）
７月２５日（水）

７月３０日（月）
７月３１日（火）

会員　4,500円
一般  5,500円

逆上がり完成に向けた2日間集中プログラ
ム！

各８名

３～５歳

７月２４日（火）
７月２５日（水）

７月２６日（木）
７月２７日（金）

７月３０日（月）
７月３１日（火）

７月２４日（火）
７月２５日（水）
７月２６日（木）

各８名

各８名

各８名
会員　4,500円
一般　 5,500円

７月３０日（月）
７月３１日（火）

７月２４日（火）
７月２５日（水）

満3歳・年少 E-1

住所（一般生のみ） 〒

電話番号 －　　　　　　　　　－

11:00～11:45 ６名
2日間たくさん動いて「運動って楽しい！」と感
じてもらえる仕組みたっぷりのレッスンです！

一般  5,000円

会員　4,500円
一般  5,500円

学年（年齢）

７月２４日（火）

各２名
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。

名　前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　・　女

７月２６日（木）
７月２7日（金）

●お申し込みはこちらを記入●
参加希望講座の申し込み欄に丸印をお書きください

H-3

内容

今年の夏休みは英語で学ぼう！
2日間、預かり形式のレッスンとなっています。CUPSのネイティブス

ピーカーと一緒に英語漬けの2日間を思いっきり楽しみ、学んでくださ
い！

※詳しい内容は別紙を参照ください。

応募多数の場合増枠予定！ 

詳細はお問い合わせください！ 



時間：生後10ヵ月～年長／13：30～15：00 
    小・中学生／15：30～17：00 
※時間内であれば入退室自由です。 
 

場所：CUPS西宮北口 
参加費：500円 
 

★おかしやジュースの景品がありますよ!(^^)! 

参加のお申込は、 
受付もしくはお電話、LINEにてお申し込みください!! 

℡：0798-63-6100 



年少さん対象のトランポリン 
ぴょんきっず体験会実施！ 

日程 
8月1日（水）、2日（木）、3日（金） 
時間：14：20～15：05（45分） 

対象 年少 

参加費 1,000円（税込）／1日 

内容 

年少さんのお子さまでも安全にトラン
ポリンに取り組めるような内容構成に
なっています。安心してご参加ください。 

「みんなだいすき。ジャンプ！ぴょん
ぴょんとんで、わらって、たのしくから
だをつよくしよう！」 

Geekids体験会実施！ 

日程 7月30日（月） 

対象 

【親子クラス】 
10～20ヵ月／9：50～10：35 
20～36ヵ月／11：00～11：50 
【親子分離クラス】 
30～48か月／13：10～14：05 

参加費 1,000円（税込） 

内容 

英語で楽しくGym＆English！ 
「はじめての習い事を探している」
「英語に興味を持ってほしい」「もち
ろん勉強も大事。でも運動もしてほ
しい」などのご要望にぴったりなクラ
ス！ 

CUPS 2018サマースクール!! 第2弾!!  

☆ぴょんきっず＆Geekids☆ 


