
＊電話予約でお申込みの方は、１週間以内に申込用紙に記入し、現金（現金の方のみ）を添えて受付までお持ち下さい。

　一般の方でご家族が会員の場合、短期授業料を振替口座から引落しができます。

 　　ちび短は、公園で遊ぶように、先生やお友達と一緒に滑り台・ボール遊び等をして、楽しく遊びながら水慣れを

 　　していきます。一人での参加でも先生がグループの輪が出来るように指導いたします。
 　　

さいたま市見沼区中川１０１０－１　　℡０４８－６８６－４１４１　

営業時間　　月～土曜　午前１０時３０分～午後７時３０分　　　日曜　午前９時００分～午後１時１５分　 

休館日　７月１６日(月）、８月１１日（土）～１７日（金）　

　　お申込開始日
一般　６月２０日 (水) 会員　６月２７日 (水)
　窓口受付  ＡＭ１１：００より　電話予約  ＰＭ１２：３０より

会員のお子様向け短期水泳教室
○会員短期は、最終日の授業時間が７０分（プラス１０分）となります。初日～３日目は６０分授業となります。

○泳検短期は、最終日にバッチテストを実施します。合格者は別途７００円を徴収します。
                       対象は会員の３級～特級のジュニアクラスのお子様、泳検クラス在籍のお子様に限ります。

コース 時　　間 定員 受講料
施設

利用料
大宮
方面

見沼
方面

会員４日間① ７０名 大宮① 見沼①

会員４日間② ７０名 大宮② 見沼②

会員４日間③
最終日のみ

７０名 大宮① 見沼①

泳検短期
ＡＭ９：１５～１０：２５

２０名 大宮② 見沼②

※スクールバスを『大宮区』・『見沼区』・『緑　浦和区』方面にて運行致します。乗車場所等は裏面の『短期バス運行表』をご確認下さい。

一般の『満４才～中学生対象』の短期水泳教室
○一般短期は、お子様の泳力に合わせてクラス編成をしますので、無理なく安心して通う事ができます。

コース 時　　間 定員 受講料
施設

利用料
大宮
方面

見沼
方面

一般３日間① ５０名 大宮① 見沼①

一般３日間② 　ＡＭ　９：１５ ５０名 大宮② 見沼②

一般３日間③ 　  　 　～１０：１５ ５０名 大宮① 見沼①

一般４日間 ８０名 ６，６４０円 ６００円 大宮② 見沼②

※スクールバスを『大宮区』・『見沼区』・『緑　浦和区』方面にて運行致します。乗車場所等は裏面の『短期バス運行表』をご確認下さい。

日　　程

７／２３（月）～　２５（水）

８／　６（月）　～　９（木）

６００円

４，９８０円 ４５０円

５，４００円

日　　程

８／　６（月）　～　９（木）

ＡＭ　９：１５
４～１０：１５

７／３０（月）～８／１（水）

８／２０（月）～　２２（水）

７／２３（月）～　２６（木）

７／３０（月）～８／２（木）

８／２０（月）～　２３（木）

 入会特典（新規入会者対象になります。）

  　※２ヶ月以上の在籍がお約束になります。

※事前入会制度：短期教室と本科への入会を同時に手続きされる方は、会員として４日間短期教室が受けられます。

　　　 　　　　　会員特典として短期教室をお休みした場合、通常授業に振替授業をお取りする事ができます。

　　　 　　　　　事前入会の場合は、短期教室のキャンセルはできませんので、予めご了承下さい。

　　　　　　  ☆☆☆１０月から始める入会は、初月分半額がありません。早めの入会がお勧めです。☆☆☆

 ７、８、９月から始めると①入会金５，４００円免除　②初月分の授業料が半額　③指定用品プレゼント（水着・帽子・バック）　

　　

一般の『３才～年長対象』の短期教室
　○ちび短は、公園で遊ぶように、先生やお友達と一緒に滑り台・ボール遊び等をして、楽しく遊びながら水慣れをしていきます。

　　一人での参加でも先生がグループの輪が出来るように指導いたします。

　○キンダー短期は、一般３日間と同じカリキュラムで水慣れ・クロール・背泳ぎ・平泳ぎまでを、お子様の身体の負担を考えて

　　４５分間と短い授業時間で練習を行います。

コース 時　　間 定員 受講料

ちび短① ３０名

ちび短② ３０名

キンダー短期 ＰＭ　３：００～３：４５ ３０名 ４，４１０円

７／３０（月）・３１（火）
２，９８０円

８／２７（月）～２９（水）

ＰＭ　３：００～３：４５

日　　程

７／２３（月）・２４（火）

会員のお子様向け短期水泳教室
○会員短期は、最終日の授業時間が７０分（プラス１０分）となります。初日～３日目は６０分授業となります。

○泳検短期は、最終日にバッチテストを実施します。合格者は別途７００円を徴収します。
                       対象は会員の３級～特級のジュニアクラスのお子様、泳検クラス在籍のお子様に限ります。

コース 時　　間 定員 受講料
施設

利用料
大宮
方面

見沼
方面

会員４日間① ７０名 大宮① 見沼①

会員４日間② ７０名 大宮② 見沼②

会員４日間③
最終日のみ

７０名 大宮① 見沼①

泳検短期
ＡＭ９：１５～１０：２５

２０名 大宮② 見沼②

※スクールバスを『大宮区』・『見沼区』・『緑　浦和区』方面にて運行致します。乗車場所等は裏面の『短期バス運行表』をご確認下さい。

一般の『満４才～中学生対象』の短期水泳教室
○一般短期は、お子様の泳力に合わせてクラス編成をしますので、無理なく安心して通う事ができます。

コース 時　　間 定員 受講料
施設

利用料
大宮
方面

見沼
方面

一般３日間① ５０名 大宮① 見沼①

一般３日間② 　ＡＭ　９：１５ ５０名 大宮② 見沼②

一般３日間③ 　  　 　～１０：１５ ５０名 大宮① 見沼①

一般４日間 ８０名 ６，６４０円 ６００円 大宮② 見沼②

※スクールバスを『大宮区』・『見沼区』・『緑　浦和区』方面にて運行致します。乗車場所等は裏面の『短期バス運行表』をご確認下さい。

日　　程

７／２３（月）～　２５（水）

８／　６（月）　～　９（木）

６００円

４，９８０円 ４５０円

５，４００円

日　　程

８／　６（月）　～　９（木）

ＡＭ　９：１５
４～１０：１５

７／３０（月）～８／１（水）

８／２０（月）～　２２（水）

７／２３（月）～　２６（木）

７／３０（月）～８／２（木）

８／２０（月）～　２３（木）



　　※ご利用は、１年生以上で１人で着替え

　　　ができるお子様に限らせて頂きます。

　　※保護者様のご利用はできません。

　　※バスには定員があります。

　　　先着順でお受け致します。

　　※お申込み時に時間の入ったルート表を

　　　お渡し致します。

※緑・浦和区方面は全コース共通で
　運行します。

（ちび短・キンダー短期は除く）

短  期  バ  ス  運  行  表

バス申込み時の
注意事項

ＩＤ

級

コース

〒 ―

電話が繋がりやすい時間帯

会員番号 氏名

（ちび短・キンダー短期は除く）

備　考

―　　　　　　　―

一般の方は電話が繋がりやすい番号

平成３０年 　    月　　　日２０１８　夏休み短期教室申込書
コース 担当

申込み 一　般　・　会員
会員番号

フリガナ
男
　
女

生年月日 学校名（幼稚園名）

住　　所

氏　　名

20　　　   年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　才

スクールバスのご利用 有　　 無 　乗車地
　ＡＭ・ＰＭ　　　　　　　～

授業料
口座振替

会員家族の口座より振替をする場合は家族の会員番号・氏名をご記入下さい。
現金

円

担当に知らせたい事や、お友達と同クラス希望等が有りましたらご記入下さい。クラス分けによりお友達と一緒のクラスになれない場合もございます。

納入方法

上記の者は、通常の健康状態にあり、保護者の責任において参加させる事に同意します。

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

仮入力

有・無

受付 備考本入力予約 確認

1 プールに入るのは初めてですか。　　　　　　　　　　はい いいえ

2 親と離れた事がありますか。　　　　　　　　　　　　　 はい いいえ

3 場所、人見知りがありますか。　　　　　　　　　　　　　はい いいえ

4 はい いいえ

5 はい いいえ

6 はい いいえ

7 はい いいえ

8 はい いいえ

9 はい いいえ

10 はい いいえ

11 何で短期教室をお知りになりましたか？（複数回答可）

①家族が会員　　②新聞広告　　③幼稚園からの手紙

④インターネット　　⑤ＤＭ　　⑥友人に聞いた

⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

１人で浮かべますか。(補助具付)

１人で泳げますか。　 (補助具付)

☆ちびっ子水慣れ幼アンケート、該当する項目に○を付けて下さい。

水がすきですか。

シャワーは平気ですか。

顔に水がかかるのは平気ですか。

自分で顔を洗えますか。

頭までもぐれますか。

☆一般短期用　泳力アンケート　（該当する項目に○印を付けて下さい）　　

　１、水に顔をつけられない　　　　  　　２、水に顔をつける事ができる　　　

　３、ゆっくり頭までもぐれる　　　　  　４、顔をつけて浮く事ができる

　５、顔をつけてバタ足で泳げる　　　  　６、呼吸付クロールができる　　　　ｍ位　　　

　７、背泳ぎができる　　　　　 ｍ位　    ８、平泳ぎができる　　　　　　　   ｍ位

★お子様の当スクールの参加状況です。該当するものに○を書いて下さい★

　a、初めて参加します。

   b、平成　　年　　春　冬 　秋　夏　の短期教室又は体験会で　　　　級だった。

   c、平成　　年　　　　月まで会員で　　　　　　　級

★何で短期教室をしりましたか？★　

　　　①家族が会員　　②新聞広告　　③幼稚園からの手紙　　④インターネット　　

　　　⑤ＤＭ　　⑥口コミ　　⑦その他（　　　　　　　　　）

大宮①  方面 大宮②  方面 見沼①　方面 見沼②　方面 緑・浦和区　方面

スーパーバリュー手前 ドラッグストアセキ向い 海老沼南公園 マイティースポーツ向い コープ上木崎搬入口

天沼電化 双愛病院 ミツウロコ 東新井団地東２１号棟 セイムス木崎店向い

天沼郵便局 東仲町　歩道橋 セブンイレブン御蔵南店向い 元デイリーヤマザキ（団地南） スーパータジマ木崎店

コーポ浅間 天沼車庫 火の見下 スーパーマルヤ入口 ウェルシア浦和木崎店

サン模型 天沼住宅橋歩道橋下 安楽亭向い ミツウロコ すし銚子丸向い

グランドミッドタワーズ 天沼住宅バス停 セブンイレブン南中野店 セブンイレブン御蔵南店向い 木﨑農協向い

ライオンズマンションウェリスレジデンス 山室駐車場 （キャラミ大宮手前） 日大バス停前 火の見下 レセンテ

スマイルキッズ手前 ヘアサロン吉川 ヴィルヌーブ大宮向い 片柳小バス停 大東自治会館

看護学校 読売新聞向い（元武銀天沼） 団地東 味くら苑 大東朝日新聞

大宮高校 ロイヤルダイナシティ裏 元デイリーヤマザキ（団地南） 国際興業大谷バス停 市営大東アパート

南小プール 白田ビル 国際バス折返し所 東宮下歩道橋 グリーンコーポ向い

オアシス吉敷 石川ビル はんがい眼科向い駐車場 しまむら向い 大東郵便局（大東小向い）

にじいろキッズ 保育室ソーレ ひだまり思いやり公園 小宮ふとん 大東南公園向い

ほこすぎ橋 三井リパーク向い 青葉南公園 シャルマンコーポ 湘南ゼミナール

新都心デイリーストア前 釜飯まこと りつこ歯科看板向い アコマ医院 教育センター

セブンイレブン北袋店 大宮小通用口 青葉北公園向い 青葉住宅入口 西宿バス停

ガスト北袋店 平井駐車場向い 青葉住宅入口 青葉北公園 松木西公園

クリオさいたま新都心 清水公園 大和田学童前 りつこ歯科 松芝公園

福屋 氷川だんご ファミリーマート蓮沼店向い 青葉南公園 見沼児童クラブ

フォーサイトバークス 清水食品 ビューティーサロンミエ フラワータウン案内板 三室中

甲寿司 みどり第２幼稚園 理髪店ファミリー前 ゴルフパル駐車場 ホームナウ手前（サザンクロス）

みぬま幼稚園 武井医院 ＪＡ共済看板前 八幡中正門 北宿公園

大原中グランド セントパルク教会脇 ジュネス大宮跡地 ヤマダ電機 育ちの森幼稚園

資材置場看板前 もとの木保育園 プリムローズ

早乙女ガラス 新道山家 三室歯科坂下

グランドシティ 山﨑コサカ自動車

春短　　２日間、３日間②春短　　２日間、３日間②春短　　２日間、３日間②春短　　２日間、３日間②春短　　２日間、３日間②

運行ルート　乗車場所


