
 

  

 
本年は大変お世話になりました。 
来年もよろしくお願いいたします。 

来年以降もますます皆様に楽しんでいただけるよう、また更なるテニスの 

レベルアップに貢献できるよう、スタッフ一同頑張ってまいります。 

今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

１１月２７日(木)・２８日(金)はスクールお休みです。 
 

【11月 27日(木)・28日(金)のレッスン】 
上記の 2日間は期外特別レッスンとして大人のクラス、ジュニアクラスとも通常通りのスケジュールで行います。期外と

なりますので予約が必要です。振替枠１つでレッスンを受けることができます（単発料金でもＯＫ）。 

※サービスエースで通常レッスンの振り替え・追加の要領でご予約ください。 

１月期より以下のように変更させていただきます。 

●２０１５年 1月（２０１５年２月期分）より翌期のクラス変更、曜日変更、回数変更等の各種変更届、休会届、退会届の

提出期限を≪毎月１５日まで≫に変更させていただきます。 

現行：毎月 20日まで（なお本年 12月は 17日まで） 

●2015 年 1月期よりスクールお休み連絡の締め切り時間が 2 時間前までに変更させていただきます。 

現行：スクール開始 1時間前まで 
 

スクールは年内最終１２月２６日(金)まで 
年始は１月５日(月)よりとなります 

 

【１月期の変更・休会・退会届けは１２月１７日(水)までに】 
１月期の各種変更届、休会・退会届の締切は１２月１７日(水)となります。通常月とは異なりますのでご注意ください。 
 

【テニス保険のお申込は１月２１日(水)までに】 
２０１5年のテニス保険のお申込を受付しています。年間１,５００円(２０１5年１月２５日より１年間)です。 
 
なお、お電話での各種届けは受付できません。 

お手数ですが、鎌ヶ谷、船橋の各フロントにてお手続きくださいますようお願いいたします。 

年末年始のレンタルコート 
イベント情報はただ今作成中ですが、一足先に年末年始のレンタルコートのあらましが決定しましたのでご案内いたします。

年末年始のスクールお休み期間中も“めいっぱい”テニスしましょう！皆様のお越しをお待ちしております。 
 

  営業時間 料金 

～１２月２８日（日） 通常 通常 

１２月２９日（月） 朝９時～午後４時 通常 

１２月３０日（火） 朝９時～午後７時 終日２,５００円 

１２月３１日（水）～１月１日（木） 朝９時～午後６時 終日２,５００円 

１月２日（金） 朝９時～午後７時 終日２,５００円 

１月３日(土)・４日(日) 朝９時～午後８時 終日２,５００円 

１月５日～ 通常 通常 
 
※料金は１面１時間当たり。 ※１月１日は鎌ヶ谷はお休みになりますので、船橋のみの営業です。 
 

 

 
 
 
 
 
 

２０１４年１２月～２０１５年１月 
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年末年始はプライベートレッスンがお得です！ 
 
【冬のプライベートレッスン特割】 
弱点克服、強化練習に≪プライベートレッスン≫ 
１２月１５日(月)より土、日、祝祭日も平日もプライベートレッスン料を３０分あたり 

おとなの方 2,970 円、ジュニアスクール生 2,376円でお受けいただけます。 

期間は１月５日(月)まで。ただしお受けいただけない日や時間帯もあります。受講希望の方は直接コーチまで！ 
 

ジュニアウィンターセッション 
 

オールサムズのジュニアスクール生以外でも、冬の間だけオールサムズのスクールに入ってレッスンを受けることができま

す。お友達、兄弟でレッスン受講希望の方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

 対象：４歳から高校生まで、初心者からトーナメントレベルまでＯＫ！ 

 期間：１２月１３日(土)～１月１１日(日) 

    ただし１２月２７日(土)～１月４日(日)はレッスン休みです。詳細はフロントまでどうぞ！ 

クリスマスワンコイン(５００円)体験教室開催！ 
年末から年明けにかけて、今回もワンコイン体験教室を開催します。皆さんのお友達、ご家族をご紹介ください。 

お申込はすべてオールサムズ船橋(０４７-４０６-６６６５)まで。 
 

★ワンコイン体験テニス教室・小学生★(のびのびクラスの小学１年生・２年生もＯＫ) 

テニスをやったことのない小学生大集合！ラケットの持ち方から簡単な打ち合いまでやってみよう！ 

１２月２３日(祝) １５：００～１６：００ 会場：オールサムズ鎌ヶ谷 
 

★ワンコインテニス教室・おとな★(オールサムズのレッスンを受けたことのない方が対象です) 

まったくテニスをやったことのない方、始めたばかり、久しぶりという方、ソフトテニス経験者、お待ちしてます。 

１２月２３日(祝) １２：３０～１３：３０ 会場：オールサムズ鎌ヶ谷 
 

★ワンコインおやこＤＥテニス★ 
お父さん、お母さんとお子さんで一緒にテニスをやりましょう。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒でもＯＫ。 

３～６才のお子様が対象です。のびのびクラスの６歳までのジュニアもＯＫです。 

１２月２３日(祝) １３：４５～１４：４５ 会場：オールサムズ鎌ヶ谷 
   

もちろんやります≪初日の出テニス≫ 
２０１５年の初日の出はオールサムズ船橋で一緒に拝みましょう！ 

ダブルスができる方ならどなたでもＯＫ。 

お申込はサービスエースで！参加費はおひとり２,１６０円です。 

小学生以下のご参加はおとな同伴でお願いします。 

 

会 場：オールサムズ船橋 

日 時：２０１５年１月１日 ６：３０～１１：００ 
   

年末年始も“やり放題” 中学生以上ＯＫ 
今年のテニス納めに、来年のテニス初めにぜひご参加ください。ダブルス、シングルスとも 4 ゲーム先取で時間いっぱいで

きるだけたくさん試合をします。中学生以上ならどなたでもご参加いただけます。会場はオールサムズ船橋です。 

お申し込みはサービスエースで！ 

１２月２８日(日) ９：３０～１５：００ ダブルスやり放題  参加費ペア４,０００円 

 １月 ２日(金) ９：３０～１５：００ シングルスやり放題 参加費おひとり２,５００円 

年末年始は“ダブルス天下一決定戦” 高校生以上ＯＫ 
恒例のダブルス天下一決定戦【オールサムズ杯】がまたまた開催されます。カテゴリは“男子ダブルス”と“ミックスダブ

ルス”です。優勝ペアには５０,０００円分の、準優勝ペアにも２０,０００円分の商品券を贈呈！また、抽選でテニスグッ

ズ、某テーマパークのペアチケット等もプレゼントしちゃいます。会場はオールサムズ船橋です。 

申込方法等の詳細はクラブハウス内掲示板またはオールサムズＨＰをご覧ください。 

１２月２７日(土) ９：３０～ 天下一ダブルス決定戦【男子ダブルス】 

1 月 3 日(土) ９：３０～ 天下一ダブルス決定戦【ミックスダブルス】 両大会とも参加費ペア６,０００円 



 

ありのみカップ・プラクティス 
ありのみカップの練習試合バージョン。ひとりで試合ができるようになったら絶対参加してね。 

小学校低学年を対象としたグリーンボールを使用する大会と、小学校３年生～6 年生を対象としたイエローボールを使用す

る大会があります。グリーンボールは最低４試合、イエローボールも最低３試合やります。 

お申込は所定の用紙がありますので、ご記入の上ＦＡＸまたはオールサムズ船橋までご持参ください。 

申込用紙はオールサムズホームページ、鎌ヶ谷・船橋各フロントにてご用意しております。 
 

種目 参加資格 種目日程 

小学１～４年生・グリーンボール(男女混合) 小学１～４年生 ２０１４年１２月２９日(月) ９：３０～ 

小学生・イエローボール(男子・女子) 小学３～６年生 ２０１５年１月４日(日) ９：３０～ 

会場はすべてオールサムズ船橋です。参加費は大会当日お支払いください。 

 

定 員：【グリーンボール】３２名 ／ 【イエローボール】各種目１６名 

試合方法：【グリーンボール】ノーアド４ゲーム先取 ／ 【イエローボール】ノーアド６ゲーム先取 

     すべてセルフジャッジです。 

参 加 費：おひとり３,０００円 

表 彰：上位入賞者は表彰します。 参加賞もあります。 

 

１２月１３日(土)キッズフェスティバル on the 砂 4 歳～小学校 6年生＆保護者 

ビーチスポーツパークの砂の上でかけっこ教室・ビーチサッカー教室・ビーチテニス教室をやります。初めてでも気軽にご

参加くださいね♪また“足から健康に”を合言葉に台湾式足つぼも特別体験料金で受けられます！ 

かけっこ教室 ビーチサッカー教室 

１０:００～１０:３０ ４歳～小学校２年生 １０:００～１０:３０ 小学校３～６年生 

１０:４５～１１:１５ 小学校１～４年生 １０:４５～１１:１５ ４歳～小学校２年生 

１１:３０～１２:００ 小学校３～６年生 １１:３０～１２:００ 小学校１～４年生 

１２:１５～１２:４５ ４歳～小学校２年生 １２:１５～１２:４５ 小学校３～６年生 

１３:００～１３:３０ 小学校１～４年生 １３:００～１３:３０ ４歳～小学校２年生 

１３:４５～１４:１５ 小学校３～６年生 １３:４５～１４:１５ 小学校１～４年生 

ビーチテニス教室 台湾式足つぼ 

１０:００～１０:３０ おとな 【内容】若石健康法プロによるリフレクソロジー。足のプ

ロがあなたを足から健康にします。昨今増加している子ど

もの足の変形などの問題も診させていただきます。 

【時間】１０：３０～１４：００ 

【予約】当日受付 どうしても予約したいという方は、フ

ロントへご希望の時間をおっしゃってください。 

【料金】おとな ５００円/２０分 

こども ２５０円/２０分 特別体験料金 

１０:４５～１１:１５ 小学校３～６年生 

１１:３０～１２:００ おとな 

１２:１５～１２:４５ 小学校３～６年生 

１３:００～１３:３０ おとな 

１３:４５～１４:１５ 小学校３～６年生 

料金 申込方法(いずれかでご予約ください) 

各教室おひとり一回 500 円 フロントまたはお電話０４７-４０６-６６６５ 
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ジュニアの年末年始イベント・特練 
 

年末年始もジュニアイベントをたくさん開催します。 
いっぱい練習して、いっぱい試合に出て、いっぱいレベルアップしよう！ 

お申込はすべてサービスエースで！ 
 

ジュニアの年末年始特別レッスン 
★Ｊ１・Ｊ２クラス対象              ★Ｊ３クラス対象 
振替枠ひとつまたは 1,512円                振替枠ひとつまたは 1,728円 

12/27(土) 鎌ヶ谷 16:00～17:10 竹原・横川  12/27(土) 鎌ヶ谷 17:20～18:40 竹原・横川 

12/28(日) 船橋 16:00～17:10 竹原  12/28(日) 船橋 17:20～18:40 竹原 

1/4(日) 
鎌ヶ谷 17:00～18:10 関・大沼  

1/4(日) 
鎌ヶ谷 18:20～19:40 関・大沼 

船橋 16:00～17:10 竹原・横川  船橋 17:20～18:40 竹原・横川 

 

★Ｊソフトクラス対象                
振替枠ひとつまたは 1,728円                 

12/27(土) 鎌ヶ谷 18:40～20:00 竹原・横川 

12/28(日) 船橋 18:40～20:00 竹原 

1/4(日) 船橋 18:40～20:00 竹原・横川 

 

★Ｔブルークラス対象               ★Ｔイエロークラス対象 
振替枠ひとつまたは 2,592円                振替枠ひとつまたは 2,592円 

12/27(土) 船橋 16:00～18:00 磐長谷・齋藤  12/27(土) 船橋 18:00～20:00 泉・大沼 

12/28(日) 船橋 16:00～18:00 磐長谷・泉  12/28(日) 船橋 18:00～20:00 とも・泉 

1/4(日) 船橋 16:00～18:00 磐長谷・齋藤  1/4(日) 船橋 18:00～20:00 とも・泉 
 

ジュニアの年末年始お楽しみイベント 
★Ｊソフトクラス対象                
振替枠ひとつまたは 1,620円                 

【今年もガンバロー２０１５】 

みんなでダブルスをやるよ！ 

1/3(土) 鎌ヶ谷 18:30～21:00 竹原 
 
★Ｔブルークラス対象               ★Ｔイエロークラス対象 
振替枠ひとつまたは 1,620円                振替枠ひとつまたは 1,620円 

【さよなら２０１４】  【さよなら２０１４】 

みんなで楽しくダブルスをやりましょう！  みんなで楽しくダブルスをやりましょう！ 

12/30(火) 鎌ヶ谷 16:30～19:00 大沼  12/30(火) 船橋 17:00～19:30 泉 

   

【今年もガンバロー２０１５】  【今年もガンバロー２０１５】 

新年の初打ち会！楽しくテニス！！  新年の初打ち会！楽しくテニス！！ 

1/3(土) 船橋 16:00～18:30 大沼  1/3(土) 船橋 18:30～21:00 大沼 

 
 
 
 
 

鎌ヶ谷 047-445-4904  船橋＆ＢＳＰ 047-406-6665 

 

厳しさの中に 

やさしさと 

いたわりも 

あるよ 

 

楽しいだけと 

思ったら 

大間違いだ！！ 


