
6月入会限定！ 

※後日入会は水着+キャップ  

   かやの中央スイミングスクール 
TEL：072-723-0102 （営業時間 月～金10：00～19：00/土9:30~18:00/日9：00～15：00 

  

ベビーコース 当日入会は入会金0円+水着＋キャップをプレゼント 
                   後日入会は水着+キャップをプレゼント  

成人・フリーコース 当日入会は入会金0円+参加費500円キャッシュバック 

  後日入会は入会金0円  

    5月20日（金）～ 6月16日（木） 

6月ワンコイン体験実施中 
きれいなプールで泳ごう！！ 

（1コイン体験参加後、当日入会・ご予約で、） 

指定用品2点ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！！  

指定水着 
男子：2,650円 
女子：5,000円 指定キャップ 890円 

入会金 3,420円 

実施期間 

入会特典 



おススメの本科コースはこちら！！ 

幼児コース 学童コース 

年少以上を対象としたコースとなります。 

遊びを取り入れたレッスンを行いますので、無理な
く水慣れから泳ぎの基礎を身に付けていただけま
す！ 

年長以上を対象としたコースとなります。 

水慣れ～4泳法習得を目標にレッスンを行っていきま
す。泳法習得だけでなく、集団行動に必要な考え方
も学んでいきます！ 

月会費 

週1回コース 

7,950円（税込） 

スケジュール 

下記のタイムスケジュール
をご参照ください 

月会費 

週1回コース 

7,950円（税込） 

スケジュール 

下記のタイムスケジュール
をご参照ください 

※その他、多数のコースをご用意しております。詳細はHPをご覧いただくか、お電話にてお問い
合わせください。 

▼本科クラスタイムスケジュール 

大人クラス 

9 : 00

10 : 00

11: 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

19 : 00

学童①

9 : 30-10 : 45

学童②

13 : 00-14 : 15

幼児

11: 15-12 : 30
バタフライ

12 : 00-12 : 45

クロール・背泳ぎ

12 : 50-13 : 35
特別

13 : 00-14 : 00

幼児

15 : 15-16 : 30

学童①

16 : 30-17 : 45

学童②

17 : 30-18 : 45

学童①

10 : 45-12 : 00

学童①

11: 45-13 : 00

親子

14 : 00-15 : 00

幼児

15 : 15-16 : 30

学童②

16 : 30-17 : 45学童①

16 : 30-17 : 45

学童②

17 : 30-18 : 45

平泳ぎ

12 : 00-12 : 45

幼児

15 : 15-16 : 30

学童①

16 : 30-17 : 45

学童②

17 : 30-18 : 45

日

幼稚園指導

14 : 15-15 : 30

幼児

15 : 15-16 : 30

学童①

16 : 30-17 : 45

学童②

17 : 30-18 : 45

幼児

15 : 15-16 : 30

学童①

16 : 30-17 : 45

学童②

17 : 30-18 : 45

幼児

15 : 15-16 : 30

未就園児

10 : 45-11: 45

ベビー

10 : 00-10 : 45

月 火 水 木 金 土

未就園児

10 : 45-11: 45

ベビー

10 : 45-11: 30

いきいき

10 : 15-11: 45

クロール

12 : 00-12 : 45

未就園児

10 : 45-11: 45

ベビー

10 : 45-11: 30

幼稚園指導 
14：15－15：30 



1日1コイン体験会 ご参加詳細について  

★ご入会お手続きに必要なもの（ご入会手続きはご予約制となります。詳しくはフロントまでお問合せ下さい。）  

 

入会金3,420円 

今なら0円 

 
 

指定用品 
今なら、水着 

キャップﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

教材費2,200円 

（ベビー・大人は不要） 

 

 

登録料3,420円 

 

 

金融機関のキャッシュカー
ドもしくは通帳・届出印 

 

月会費2ヶ月分 
（3カ月目以降は金融機関口座より引落） 

 

期間 5月20日（金）～6月16日（木） 
参加費 1回500円（税込）※お一人様1回限り 
コース ベビー 未就園児 幼児 学童① 学童② 

曜日 
時間 

曜日・時間 定員 曜日・時間 定員 曜日・時間 定員 曜日・時間 定員 曜日・時間 定員 

火曜日 

10:45-11:30 
なし 

月曜日 

10:45-11:45 
2名 

月～土曜日 

15:15-16:30 

各曜日 

2名 

月～金曜日 

16:30-17:45 

各曜日 

2名 

月～金曜日 

17:30-18:45 

各曜日 

2名 

木曜日 

10:45-11:30 
なし 

水曜日 

10:45-11:45 
2名 

アサンプション幼稚園 

月曜 
青山幼稚園専用 

水曜 

14:15-15:30 

2名 

土曜 

10:45-12:00 

11:45-13:00 

各時間 

2名 

土曜日 

16:30-17:45 
2名 

土曜日 

10:00-10:45 
なし 

金曜日 

10:45-11:45 
2名 

日曜日 

11:15-12:30 
2名 

日曜日 

9:30-10:45 
2名 

日曜日 

13:00-14:15 
2名 

対象 
3ヶ月～3歳6か月の 
お子さまと保護者様 

2歳3ヶ月～の未就園児 2歳7か月～小学2年生 年長～小学生 小学生以上 

練習 
内容 

お子さまと保護者さま
との水を通じたコミュ

ニケーション 

水慣れ 水慣れ～背泳ぎ 伏し浮き～4泳法 ビート板キック～4泳法 

コース 大人 親子 

曜日 
時間 

遊泳コース・指導コースをご用意しております。詳細
は 
お問合せください。 

曜日：土曜日 
時間：14:00～15:00 
定員：1名限定 

対象 16歳（高校生以上）以上の男女 

3歳から中学3年生 
ハンディキャップをお持ちの方のクラスです。保
護者と一緒にプールに入ってコミュニケーション
をとりながらプールで練習を進めていきます。 

申込 

体験参加希望日前日までにWEB申込もしくはお電話にてご予約をお取りください。 
【WEB申込】24時間受付 
【お電話受付時間】平日17:00まで/土曜16:00まで/日曜13:00まで。体験参加当日、レッスン開始15分前にご来
館いただき、申込用紙に必要事項をご記入の上、参加費をご入金ください。 

キャンセ
ル 

特に定めはございません。体験参加当日、ご都合が合わなくなった場合は、改めて後日にご予約をお取りくださ
い。 

参加条件 
・学校、幼稚園、医師より水泳を禁止されている、或いは伝染病や疾患がある方はご参加いただけません。 
・ハンディキャップをお持ちの方はご予約時にスタッフへご相談ください。（担当：堀口） 

持ち物 

水着、タオル、ゴーグル（必要な方のみ）、スイムキャップ※持ち物にはお名前のご記入にご協力くださいませ。
マスク、マスクを入れる袋 
ベビーコース・・・プール用おむつの着用をお願い致します。保護者プール用マスク（不織布・布マスクでも
可） 

補足 

1日体験にご参加いただくお客様に於かれましては、スクールバスの乗車が出来かねますので、予めご了承くだ
さいませ。コロナ感染対策の為、現在観覧は中止しております。練習終了後、担当コーチよりレッスン状況をご
説明いたします。    
※ベビーコースにつきましては、お化粧を落として下さい。 アクセサリー・ピアスは外してください。 水遊
び用おむつを着用ください。 
次の各号に該当する方は施設の利用を禁止致します。 

1,刺青のある方 2,伝染病,その他,他人に伝染する恐れのある疾病を有する方 3,館内規則に則り安全に施設を
利用することが困難な方 4,飲酒により正常な施設利用ができないと認められた場合 5,その他医師より運動が
禁じられてる方   


