Revised September 2020

Tuition Payment and Refund Policy
1. Membership and tuition fees for the year must be paid in the period decided by board of directors.
2. Payments must be made by eTransfer.
3. Membership fees ($30) are non-refundable once the school year (September 1st) has begun.
Membership fees are valid for the entire school year (from September 1 st to August 31st) and students
withdrawing and re-entering a school program, within the same school year, will not be required to pay
again.
4. New members are welcome during the school year.
Students will be able to try a lesson at no charge but membership and tuition will be charged
after taking a second lesson. Monthly tuition including the month of the second lesson will be required
from the effective date of the enrollment
5. Members who cancel enrollment during the month of August (1st to 31st) are required to give us a
notice and will receive both membership and a full tuition refund except admin fee ($45/student) (no
cancellation charge until July 31st).
6. Members who wish to withdraw before the fifth class are required to give a written notice within 5
weeks of the1st day of September. They will receive a full tuition refund less one month tuition for each
child withdrawn plus admin fee($45/student). In 2020, due to COVID-19, there will be a special policy.
Board members will only charge 4 months of tuition fee (Sep to Dec) in September and members must
pay at once. This 4 months tuition is non-refundable. Board members will not accept any withdrawals
during this period. In special circumstances where withdrawing is accepted, members must pay the
admin fee ($45/student). The tuition for 2021 will be decided at a later date.
7. Members who wish to withdraw after the fifth class are required to give written notice by the end of
prior month of the date you wish to withdraw. (This is to allow time for the teacher to make any
necessary adjustments to the class and/or resolve any other existing concerns.)
They will be eligible for a tuition refund of the remaining months in the school year less admin fee
($45/student). (See example below).

8. If a class is canceled due to insufficient enrollment, you will receive a complete tuition fee
refund.
The school reserves the right to cancel a class.
*This policy is subject to change.
Example of 7:
When a notice is given during the class on January 31, 20xx. The student’s last class and the effective
date of the withdrawal will be on February 22, 20xx.
Refund for one student:
4 (remaining months) x $33.50 (monthly tuition) - $45 (Admin Fee) = $89
Refund for two students:
4 (remaining months) x $63.65 (monthly tuition) - $90 (Admin Fee) = $164.60

2020 年 9 月改訂
会員費および授業料の支払いと返金についての規定
1. 年会費と授業料は理事会員より指定された期間に払うこと。
2. 支払い方法は、eTransfer。
3. 新年度開始後(9 月 1 日）の会員費は、返金の対象ではない。会員費は 1 年間（9 月 1 日より 8
月 31 日まで）有効とし、一度退学し、同年度以内に再入学した場合、再び請求される事はな
い。
4. 年度途中でも、新しい会員を受け付ける。途中入学を希望する生徒は、1 回に限り無料で授業
を受けることができるが、２回目以降の授業を受ける場合は、その時に会員費と授業料の支払
いをする必要がある。授業料に関しては、２回目の授業日よりその月を含む月極で支払うもの
とする。
5. 8 月 1 日以降、8 月 31 日までに入学をキャンセルする場合は、理事会へその旨を通知する必要
がある。この場合、事務費（生徒 1 人に付き＄45）を差し引いたあとの、会員費と授業料の全
額が返金されるものとする （7 月 31 日以前のキャンセルは取消料はかからない）。
6. 新年度開始後（9 月 1 日）、第５週目の授業が始まる前までに退校を希望する場合は、新年度
開始より５週間以内に、書面にて理事会に退校申請を提出する必要がある。この場合、事務費
（生徒 1 人に付き＄45）、及び退校月の授業料１ヶ月分を差し引いた、残りの授業料全額が返
金される。（2020 年は特例として 9 月から 12 月までの授業料（4 か月分）を一括支払いのみ
受け付ける。その期間中の退校は原則、受け付けず授業料の返金もされない。やむ終えず、こ
の期間中に退校となった場合は事務費（生徒一人に付き＄45）を支払う）2021 年以降の授業料
は後日、理事会によって決断される。
7. 新年度開始後（9 月 1 日）、第５週目以降に退校を希望する場合は、退校予定月の前月末まで
に、書面にて理事会に退校申請を提出する必要がある。（担任の教師、理事会が的確な処理を
する時間の余裕を持つため）この場合、事務費（生徒 1 人に付き＄45）、及び退校月の授業料
１ヵ月分を差し引いた、残りの授業料が返金される。（７に関する例 下記参照）
8. クラスが定員に満たず、キャンセルになった場合、授業料は全額返金されるものとする。
*理事会はこの規定に関し必要に応じて変更する権限を持つ。
７．に関する例
在学中の生徒が下記内容で退学する場合
****年 2 月 22 日
退校予定日
同年 1 月 31 日
退校届提出
生徒一人：
返金額＝4（残りの授業月数）×＄33.50（月極）－45（事務費）＝＄89
生徒二人：
返金額＝4（残りの授業月数）×＄63.65（月極）－90（事務費）＝＄164.60

