
※一般の電話予約は出来ません。
※会員と同時に電話予約は出来ません。
※一般受付は現金のみになります。

※会員の方は口座振替又は現金になります。

※電話予約でのお申込みは、予約した日から

　１週間以内に申込書を受付までお持ち下さい。

月～土　11時00分～19時00分
日　　　　　9時15分～13時00分

7月15日（月）
8月11日（日）～8月17日（土）

会員
受付開始 電話予約　12時30分～

（会員のみ）

窓口受付　10時30分～

休館日

バスのご利用は、持ち物の管理や帰りの出発までの準備をお子様が
やらなければいけない為、お子様の成長・自立に役立つと思います。
是非この機会に、ご利用してはいかがですか？
ご利用は1年生以上で、一人でお着替えが出来るお子様になります。

一般
受付開始

窓口受付　10時30分～
（会員以外は全て一般になります）

http://www.omiya-swimming.co.jp

受付時間

スクールバスのご利用は、お子様にとって成長と自立のチャンス

6月19日（水）より

6月26日（水）より

さいたま市大宮区三橋２－３５１

☎０４８－６２５－４１４１

短期教室のお知らせ
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定　員 受講料 施設料
ちび短　①　　 7月26日（金） 7月27日（土）

９：３０　～　１０：１５ 2980円ちび短　②　　 8月　9日（金） 8月10日（土）

ちび短　③　　 8月23日（金） 8月24日（土）

20名

5400円 600円４日間　２ 8月   5日（月） 8月   8日（木）

3320円２日間　２　　 8月　9日（金） 8月10日（土）

２日間　３　　 8月23日（金） 8月24日（土）

２日間　１　　 7月26日（金）

50名

7月24日（水） 75名

３日間　B 8月　5日（月） 8月   7日（水） 80名９：３０　～　１０：３０

３日間　A

5400円 600円
泳検短期　② 8月   5日（月） 8月   8日（木）

３日間　C 8月19日（月） 8月21日（水） 75名

４日間　　 7月29日（月） 8月   1日（木） 100名 6640円

4980円 450円

９：３０　～　１０：
３０　　　　※4日目の

み10：40終了

75名

４日間　３ 8月19日（月） 8月22日（木） 80名

９：３０　～　１０：３０

泳検コース
在籍者

一般

20名

コース対　象

3才～年長

25級～特級

会員

４日間　１ 7月22日（月） 7月25日（木） 75名

泳検短期　① 7月22日（月） 7月25日（木） 10名

7月27日（土）

年少～中学生 ９：３０　～　１０：３０

年少～中学生

年少～中学生

7月22日（月）

日　　　程 時　　間

一般の短期受講者限定

入会特典

★７・８・９月から始められる入会

１．入会金免除

２．初月授業料半額

３．スクール指定用品３点プレゼント

★１０月から始めれらる入会

１．入会金免除

２．スクール指定用品３点プレゼント

短期教室は上達の近道

連続して授業をおこなうので、前日の練習

した感覚が体に残っています。覚えている

ことが多いので、上達の見込みが高いで

す。

また、会員特典として 終日に進級テスト

の実施、及び短期教室でお休みした分を

通常授業に振替授業が受けられます。

泳力検定短期

（財）日本水泳連盟の泳力検定1

級・2級を第一目標に授業を行い

ます。 終日には泳力検定会を実

施し、合格すると泳力検定認定証

を発行致します。

検定料は受講料に含まれていま

す。合格者は、認定料７００円別途

かかります。

指扇・プラザルート 日進・宮前ルート 与野・桜木ルート
スクール発 スクール発 スクール発

旧１６号 みはし医院 三橋６丁目７イレブン 三橋4丁目郵便局

旧１６号　かすがや向い（日本鋪道側） はっとり接骨院 キララガーデン

旧１６号　わかさオート シティハイツ トヨタネッツ先

旧１６号　五味貝戸（火の見やぐら向） えちごや駐車場側 コンフォールスクエアー与野（切引川）

旧１６号　サンキューカット 宮前セイムス 野村ツィンエル（中央通り）

けやき台くもん（第２ライオンズ手前） 西大宮駅入口 ぎょうざの満州

緑水苑指扇 ﾊｰｳﾞｪｽﾄ　ｺｰﾄ 旧郵政宿舎　（シティタワーさいたま新都心）

フォレスト指扇 西消防署向い KY胃腸クリニック先（止りません）

埼玉コープ脇　小山酒造看板前 清河寺消防小屋 中山道　日産サティオ歩道橋

旧１６号 TSUTAYA 花の丘公園入口 パークシティ埼玉（日赤側）

旧１６号　すき屋 内野本郷大空広場 ばかうけ先

　　　　　西遊馬歩道橋（ﾎﾝﾀﾞ側） ミニストップ（内野本郷） 明月苑

西遊馬団地（９号棟向い） うまみや パスカル動物病院医療センター

大宮ハイツ タイヤ館横 原口そば

ガーテ大宮指扇（指扇幼稚園側） 西谷第1公園 新藤美容院向

若山内科（ハイマート入口） 日立金属寮 ビックA向

指扇保育園 みうら美容室向 ターナグランデ向

横田米店 いよや向 フタバ書店　ギガ

和久津商店 金剛院 パンやクレール

指扇北小 安田歯科 セイムス上小

秋葉神社(ﾏｲｼｮｯﾌﾟ　すみよし） 自衛隊官舎　J棟（日進公園向） デュオ大宮

太陽が丘団地 立正佼成会向 桜木中前

かまぶろ ベルヴィル大宮向 桜木小前

三慶会管理棟（旧岡田ＧＳ） マンハイム大宮公務員住宅側 焼肉　蔵

指扇ライオンズ ビクトリアアネーロ あおしん上小

あおしん（ロンシャン） はにだ歯科（三橋団地） ヤオコー

光和堂薬局向い（旧　キッチン扇） セキ薬局上小

ｵｰベル入口（行ﾛｰｿﾝ先・帰秀明バス乗場） グリーンパーク大宮１ ハイツみやこ（とちぎ屋酒店先）

トランクルーム あめげん裏駐車場 みつわ会館

西遊馬バス停 ビックボーイ ウィズネット向

土屋バス停（ファミリーマート向） スクール着 ガーデン

土屋下バス停（旧さわだや） スクール着

プラザ玩具向

プラザ栄小入口

岡田床屋向

金山神社

コインランドリー（7イレブン向）

佐川引越しセンター倉庫

佐知川原バス停

スクール着



スクール使用蘭

太枠を記入下さい(一人2受講まで）

一般
乗車地

会員
号車

一般
乗車地

会員
号車 円

会員の方は記入

会員・一般の方記入

〒

　　自宅・続柄（　　　　　）

　続柄（　　　　　）

備考 担当に知らせたい事や、お友達と同じクラス希望等がありましたらご記入下さい。

上記の者は、通常の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事に同意します。

一般の方のみ記入

１、 水が怖くない ２、 潜ることが出来る ３、 水に顔をつけてバタ足が出来る

４、 呼吸無しクロールができる ５、 呼吸付きクロールが出来る ｍ位 ６、 背泳ぎができる ｍ位

７、 平泳ぎが泳げる ８、 　バタフライができる ９、 個人メドレーができる

a、 初めて参加します。

ｂ、 短期教室を受講したことがある。 平成　　　　　年　　春　・　夏　・　冬　　短期　　　　　　　　級

ｃ、 3日間体験会を受講したことがある。平成　　　　　年　　春　・　秋　・　冬　　

ｄ、 平成　　　年　　　　　月まで会員で　　　　　　　　　級

① 新聞広告 ② 幼稚園手紙 ③ インターネット（ホームページ） ④ 電話問合せ

⑤ 家族が会員 ⑥ お友達が会員

　口座振替

現  金

有　・　無

無 有 会員

2019年　　　　月　　　　　日　受付

保護者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印

夏　の　短　期　水　泳　教　室　申　込　書

I　　D 受　　付 入　　力 確　　認 電話予約 備　　考

無 有

受講料納入方法参加コース スクールバスのご利用

一般 現金 円

★一般短期用　泳力アンケート　（該当する項目に〇を付けて下さい。）

★お子様の当スクールの参加状況です。　（該当するものに〇を付けて下さい。）

★何で短期教室を知りましたか？　（該当するものに〇を付けて下さい。）　

受講者氏名

フリガナ 生年月日
西暦

年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　才

性別

会員番号 コース 級 担当

男　女

年少　・　年中　・　年長　・　　　　　　年生

家族に会員が いない いる 会員番号 氏　名

通常連絡先

緊急連絡先

住　　所

園名・学校名


