
※スクールバスの運行表は裏面にあります。

■　申込用紙・バスルートは裏面にございます。　　■　ご不明な点が有りましたら受付までお尋ねください。

受付時間 月～土 １０：３０～１９：３０

日曜日 ９：００～１３：４５ＴＥＬ ０４８－６８６－４１４１

スウィンの短期教室は、ひと味ちがう。

＜ご案内コース＞

一般の短期受講者限定

入会特典

★３・４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

★５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

受 付 開 始 日

一般 ２月１９日（水） 窓口受付 午前１０時３０分より

※一般受講者の電話予約は出来ません。すべて窓口受付になります。

※一般受付は、すべて現金のみになります。

会員 ２月２１日（金） 窓口受付 午前１０時３０分

対　象
２０２０年4月より 一般 会員

ちび短① ３/２３（月）・３/２４（火） １５：００　～　１５：４５ 20名
ちび短② ３/３０（月）・３/３１（火） １０：４５　～　１１：３０ 20名 ３００円

３日間Ａ 　３/２８（土）～３/３０（月） 　９：１５　～　１０：１５ 50名
３日間Ｂ 　３/２９（日）～３/３1（火） １０：４５　～　１１：４５ 50名
３日間C 　４/　１（水）～４/　３（金） 　９：１５　～　１０：１５ 50名
４日間１ 　３/２８（土）～３/３１（火） 　９：１５　～　１０：１５ ７０名

４日間２ 　４/　１（水）～４/　４（土） 最終日１０分延長 ７０名

４５０円

６００円会員　２５級～特級 ５７２０円

一般　3才～未就学児 ３３００円

一般　年少～中学生 ５１７０円

施設料コース 日　程 時　間 受講料
定　員

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、会員特典として最終日に進級テ

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。
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スクールバス利用の注意事項
● ご利用は、新学年の２年生以上で、一人で

お着替えが出来るお子様になります。

● バス利用の方は、施設料を頂戴いたします。

● スクールバスのルートは予め決めております

ので、ルートから外れる乗車地はお受け

できません。

● 送迎時間は、お申込みにお渡しします。

会員で電話受付の方は、「会員マイページ」

のメールでお送りします。

● お申込みされていない方はご利用できません。

● 一般短期の３日間B・ちび短②に限り

３才から新１年生のお子様は、保護者同伴

であれば利用できます。

保護者の利用も施設料頂戴いたします。

同伴は、ご家族で成人１名、ご兄弟がいる

場合はご相談ください。

１日のみ利用でも満額施設料頂きます。

乗車地

氏名

年（年　　　）
〒 -

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出来る ５、 呼吸付きクロールが出来る ｍ位 ６、 背泳ぎが泳げる ｍ位

７、 平泳ぎが泳げる ８、 バタフライが泳げる

a、 初めて参加します。 b、 平成　　　　　年　　春　・　夏　・　秋　・　冬　の短期教室又は３日間体験会で　　　　　　　級

c、 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

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。

★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。）　

ＰＣ入力

保護者氏名 印

受付 受付入力 確認

携帯　　　　　　

★一般短期受講者　泳力アンケート　（該当する項目に〇を付けて下さい。）

学校名（幼稚園・保育園）フリガナ 性別
男

住所

生　年　月　日

西暦　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日
氏名

電話番号（携帯番号）

女 才

申込コース（〇をして下さい）

自宅　　　　

２０２０年　　　　月　　　　日２０２０年　春休み短期教室申込書ＮＯ

★一般の方で家族に会員が
会員番号

いない　　　・　　　いる

合計 円

円

円

ちび短　①　・　②

３日間　A　・　B　・　C

４日間　１　・　２

3300

5170

5720

円
３才から新１年生の一般受講者保護者同伴希望　しない　　・　　する

バス利用　　無 有・
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※３日間B・ちび短②受講者のみ記入

日曜日 ９：００～１３：４５

１号車　大宮区方面 ２号車　見沼区方面 ３号車　緑・浦和区方面

平井駐車場 マイティースポーツ向い 大原中グランド
M＆Mパーキング向い 東新井団地東２１号棟 コープ上木崎搬入口
野沢米店 元デイリーヤマザキ（団地南） セイムス木崎店向い
みどり幼稚園 スーパーマルヤ入口 ミートミート
セントパルク教会 ミツウロコ ウェルシア浦和木崎店
もとの木保育園 セブンイレブン御蔵南店向い すし銚子丸向い
新道山家 火の見下 木﨑農協向い
グリーンウッド 片柳小バス停 レセンテ
ドラックストアセキ駐車場 味くら苑 大東自治会館
ロイヤルダイナスティ裏 国際興業大谷バス停 大東朝日新聞
児童センター（マルエツ手前） 東宮下歩道橋 市営大東アパート
サン模型 しまむら向い 銀華飯店向い
グランドミットタワーズ 小宮ふとん 大東郵便局（大東小向い）
ライオンズマンション
ウェリスレジデンス

シャルマンコーポ 大東南公園向い

山丸公園 アコマ医院 湘南ゼミナール
スマイルキッズ手前 青葉住宅入口 教育センター
看護学校 青葉北公園 西宿バス停
大宮高校 りつこ歯科 松木西公園
南小プール 青葉南公園 松芝公園
オアシス吉敷 フラワータウン案内板 こぐま保育園向い
ガーデンヒルズ向い ゴルフパル駐車場 三室中
クリーニングつるや 八幡中正門 ホームナウ手前（サザンクロス）
セブンイレブン北袋店 ヤマダ電機 北宿公園
ガスト北袋店 育ちの森幼稚園
三菱マテリアル社宅駐車場 プリムローズ
さくら公園 三室歯科坂下
クリオさいたま新都心 山﨑コサカ自動車
福屋
ダイハツ新都心店
キャラミ大宮向い
ヘアサロン吉川
読売新聞向い

※６才未満のお子様が利用の際、お持ちのジュニアシートをご持参のご協力をお願いします。

※バスには定員があります。先着順でお受けいたします。

※ご希望の方は、申込用紙に乗車地をご記入下さい。

短 期 教 室 バ ス 運 行


