
　　受付開始　会員・一般　２月２０日（水）窓口受付　ＡＭ１０：３０～
電話予約　ＰＭ１３：００～

・４日間連続して授業を行いますので、前日の練習の感覚が体に残っています。

　その為、通常授業よりも上達の見込みが高いと思われます。

　また、会員特典として最終日に進級テストの実施、及びお休みした分を通常授業に振替が受けられます。

＊新規入会者のみとさせて頂きます。

・３、４月から始められる入会：入会金免除＋初月分授業料半額＋スクール指定用品３点プレゼント

　５月か ら 始 め ら れ る入会：入会金免除＋スクール指定用品３点プレゼント

  さいたま市見沼区中川１０１０－１    ℡０４８－６８６－４１４１

　受付時間 日     ＡＭ　９：００　～　ＰＭ１：１５

　 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．oｍｉｙａ－ｓｗｉｍｍｉｎｇ．cｏ．jｐ

短期受講者限定入会特典

月 ～ 土　ＡＭ１０：３０　～　ＰＭ　７：３０

短期教室バス運行

長期の休みを利用した効果の高い連続レッスンでレベルアップを目指そう！！

※会員及び一般共に電話予約ができます。裏面の申込書に記入、捺印をして１週間以内に受付までお持ち下さい。

短期教室で上達が早い理由

　 休み短期水泳教室

コース案内

対　　象 定　員 受講料 施設利用料

① ２０名

② ２０名

③ ４０名

① ５０名

② ７０名

③ ５０名

Ａ

Ｂ
会員

ＰＭ３：００　～　３：４５

ＰＭ３：００　～　３：４５

ＡＭ１０：４５　～　１１：３０

日　　　程 時　　　間

３月１９日（火）・２０日（水）

コース

ちび短

３日間

一般
３才～未就学児

４月　２日（火）・　３日（水）

一般
満４才～中学生

７０名 ¥5,400 ¥600
４月　１日（月）～　４日（木）

¥2,980 無

３月２８日（木）～３１日（日）

３月２８日（木）～３０日（土） ＡＭ９：１５　～　１０：１５

¥4,980 ¥450３月２９日（金）～３１日（日） ＡＭ１０：４５　～　１１：４５

４月　１日（月）～　３日（水） ＡＭ９：１５　～　１０：１５

３月２９日（金）・３０日（土）

会員
特級～２５級

ＡＭ９：１５　～　１０：１５
＊最終日の授業は、『AM９：１５～１０：２

５』　（１０分延長）となります。

バスのご利用はお子様にとって成長と自立のチャンスかも！

　・バスのご利用は、持ち物の管理や帰りの出発までの準備などをお子様ご自身でやらなければならない為、 　・バスのご利用は、持ち物の管理や帰りの出発までの準備などをお子様ご自身で

      やらなければならない為、お子様の成長or自立にも役立つと思います。

　　是非この機会に、ご利用してみてはいかがですか？

注意事項

　・ご利用対象は、新小学２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。

　・バスご利用の方は施設利用料として別途バス代を頂戴いたします。

　・お申込み時に時間の入ったルート表をお渡しします。

　・お申込みをされてない方のご利用はできません。

　・ルートは予め作成しております。ルートから外れる運行はできません。

コース別運行表

会員① 会員② ３日間Ａ ３日間Ｂ ３日間Ｃ

大宮区方面 大宮区方面Ａ 大宮区方面Ｂ 大宮区方面Ａ 大宮区方面Ｂ 大宮区方面Ｂ

見沼区方面 見沼区方面Ａ 見沼区方面Ｂ 見沼区方面Ａ 見沼区方面Ｂ 見沼区方面Ｂ

緑・浦和区方面 全コース、同じルートで走行します。

会員Ａ・３日間① 会員Ｂ・３日間②・３日間③ 会員Ａ・３日間① 会員Ｂ・３日間②・３日間③ 全コース共通

大宮区  方面Ａ 大宮区  方面Ｂ 見沼区　方面Ａ 見沼区　方面Ｂ 緑・浦和区　方面

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

双愛病院 天沼電化 東新井団地東２１号棟 ミツウロコ セイムス木崎店向い

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

天沼車庫 コーポ浅間 スーパーマルヤ入口 火の見下 ウェルシア浦和木崎店

天沼住宅橋歩道橋下 サン模型 ミツウロコ 安楽亭向い すし銚子丸向い

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

山室駐車場 （キャラミ大宮手前）
ライオンズマンション
ウェリスレジデンス

火の見下 日大バス停前 大東自治会館

ヘアサロン吉川 山丸公園 片柳小バス停 ヴィルヌーブ大宮 大東朝日新聞

読売新聞向い（元武銀天沼） スマイルキッズ手前 味くら苑 団地東 市営大東アパート

ロイヤルダイナシティ裏 看護学校 国際興業大谷バス停 元デイリーヤマザキ（団地南） グリーンコーポ向い

白田ビル 大宮高校 東宮下歩道橋 国際バス折返し所 大東郵便局（大東小向い）

石川ビル 南小プール しまむら向い はんがい眼科前 大東南公園向い

保育室ソーレ ほこすぎ橋 小宮ふとん ひだまり思いやり公園 湘南ゼミナール

三井リパーク向い 新都心デイリーストア前 シャルマンコーポ 青葉南公園 教育センター

釜飯まこと セブンイレブン北袋店 アコマ医院 りつこ歯科看板向い 西宿バス停

大宮小通用口 ガスト北袋店 青葉住宅入口 青葉北公園向い 松木西公園

平井駐車場向い 三菱マテリアル社宅駐車場 青葉北公園 青葉住宅入口 松芝公園

清水公園 さくら公園側 りつこ歯科 大和田学童前 見沼児童クラブ

氷川だんご クリオさいたま新都心 青葉南公園 ファミリーマート蓮沼店向い 三室中

清水食品 福屋 フラワータウン案内板 ビューティーサロンミエ ホームナウ手前（サザンクロス）

みどり第２幼稚園 フォーサイトバークス ゴルフパル駐車場 理髪店ファミリー前 北宿公園

武井医院 甲寿司 八幡中正門 ＪＡ共済看板前 育ちの森幼稚園

セントパルク教会脇 みぬま幼稚園 ヤマダ電機 プリムローズ

もとの木保育園 大原中グランド 三室歯科坂下

新道山家 資材置場看板前 山﨑コサカ自動車

グランドシティ 早乙女ガラス

運行ルート　乗車場所



２０１９年　　　  月　　　　日　受付

スクール使用欄

受付 仮入力 本入力 確認

号車

＊スクールバスご利用希望の方は、運行表から乗車地を記入して下さい。

※会員の方のみご記入下さい。

級

西暦

〒 ―

園名
学校名 年

氏名 続柄　( ）　電話番号 　 ー ―

同意書

保護者氏名

ア　ン　ケ　ー　ト 該当するもの全てに○印をつけてください。

１、初めて参加します 　１．家族が会員 １．水に顔をつけられない

２、短期教室を受講したことがある。 　２．チラシ ２．顔はつけられるが浮けない

　３．幼稚園からの手紙 ３．顔をつけて浮ける

３、３日間体験会を受講したことがある。 　４．インターネット ４．顔をつけてバタ足ができる

　５．ＤＭ ５．呼吸無クロールが泳げる

４．元会員 　平成　　　　年　 　　月まで在籍　　 　級 　６．友人に聞いた ６．呼吸付クロールが泳げる

　７．その他 ７．背泳ぎが泳げる

（ ） ８．平泳ぎが泳げる

　スクールに知らせておきたい事などご記入ください。

フリガナ

ＩＤ コース 氏　名
男 ・ 女 

会員番号
在籍

コース
級 才

　平成　　　　年(　春　・秋・　冬　)  体験会　 　　級

特　記　事　項

参加の方は全員ご記入して下さい スクールを知ったのは 泳力アンケート

会員番号 コース 級

　平成　　　　年(　春　・夏・　冬　)  短期　　 　　級

上記の者は水泳プログラムに参加してもさしつかえのない健康状態にありますので、保護者の責任において参加させることに同意します。

印

フリガナ 性　別 男             女

短期受講者氏名 印　　 生年月日 年　 　　月　 　　日　 　　才

現金 口座振替

　　　　　　　円  氏名

 会員番号（　　 　　　　　　）

担当 年令

電話番号 ー　　　　　　　　ー

備　　　　考

有　・　無

☎予約

学年

□枠内をご記入下さい。
参加コース スクールバスのご利用 納入方法

緊急連絡先

４月からの

住　　所

Ｉ　　Ｄ

担当

乗車地

春 の 短 期 水 泳 教 室 申 込 書
＊電話でお申込みをされる方は、必ず保護者様がお申込頂き、１週間以内に申込書に記入し、

参加費(現金の方のみ）を添えて受付までお持ち下さい。

尚、一般申込みの方でご家族が会員の場合は、短期授業料を振替口座から引落しができます。

＊授業の際は、当スクールの規約をお守り下さい。


