
月曜日 水曜日 木曜日 土曜日
①アクアビクス ㉘中級

10：00～10：45 ⑤上級 ⑥中上級 ⑯中級 ⑳中上級 ㉑中級 9：40～10：30

【定員】20名 10：10～11：00 10：10～11：00 10：10～11：00 10：10～11：00 10：10～11：00 【定員】12名

松本 【定員】12名 【定員】12名 【定員】12名 【定員】12名 【定員】12名 金杉

②水中ウォーキング 渡邊 土屋 ⑬初級 土屋 渡邊 土屋 ㉖ A2

11：00～11：45 ⑦中級 ⑧初級 10：50～11:40 ⑰最上級 ㉒中級 ㉓初級 10：50～11：40

【定員】20名 11：10～12：00 11：10～12：00 【定員】12名 11：10～12：00 11：10～12：00 11：10～12：00 【定員】16名

松本 【定員】12名 【定員】12名 山田 【定員】 8名 【定員】12名 【定員】12名 金杉・山田

渡邊 土屋 土屋 渡邊 土屋

11：50～12：40

⑨中上級 ⑩中級 ⑱中上級 ㉔上級 ㉕中上級 【定員】8名

③初心者 12：10～13：00 12：10～13：00 ⑭初めて平泳ぎ 12：10～13：00 12：10～13：00 12：10～13：00 金杉

13：00～13：50 【定員】12名 【定員】12名 13：00～13：50 【定員】12名 【定員】12名 【定員】12名

【定員】8名 渡邊 土屋 【定員】8名 土屋 渡邊 土屋 2月限定

金杉 ⑪バタフライ ⑫平泳ぎ 金杉 ⑲初級 ㉖バタフライ ㉗初級 ㉙ロングスイム

④中上級 13：10～14：00 13：10～14：00 ⑮上級 13：10～14：00 13：10～14：00 13：10～14：00 13：00～13：50

14：00～14：50 【定員】10名 【定員】10名 14：00～14：50 【定員】12名 【定員】10名 【定員】12名 【定員】10名

【定員】12名 渡邊 土屋 【定員】10名 土屋 渡邊 土屋 金杉

金杉 金杉

⑪幼児(年少～年長)

15：15～16：00

【定員】8名

金杉・小泉

①幼児(年少～年長) ⑫ Ａ2 ⑯幼児(年少～年長)

16：00～16：45 16：10～17：00 16：00～16：45

【定員】8名 【定員】16名 【定員】8名

金杉・小泉 金杉・小泉 金杉・小泉

② 水慣れ  / ③ A2 ⑦ Ａ2  ⑧A1 ⑬Ａ1 ⑰Ａ1 / ⑱B2 ㉒ Ａ2  ㉓ A1

17：00～17：50 17：10～18：00 17：00～17：50

【定員】各8名 【定員】 8名 【定員】 10名 【定員】20名 【定員】各10名 【定員】 8名 【定員】 10名

金杉・小泉 金杉・小泉 金杉・小泉

④ A1 / ⑤ B2 ⑨ B2  ⑩ B1 ⑭ B2/ ⑮　B1 ⑲ B1 / ⑳ Ｃ ㉔ B1   ㉕ Ｃ・D

18：00～18：50 18：10～19：00 18：00～18：50

【定員】各10名 【定員】各10名【定員】各10名

金杉・小泉 金杉・小泉 金杉・小泉

間

2/1(火)～2/28(月)の1ヶ月限定
大人・子ども短期水泳教室の開催が決定いたしました！！

4月スタートの定期水泳教室に入る前に体験してみたい方
引き続きレッスンを受けたい方、

どなたでもご自由に参加いただけます。

火曜日 金曜日

営

業

時

㉗ A1 ・ B2

2月限定教室

9
時

⑥ 幼児（年中・年長） ㉑ 幼児（年中・年長）

16：00～16：45 16：00～16：45

20
時

17：00～17：50 17：00～17：50

山田・田邉 山田・田邉

～
【定員】　10名 【定員】　10名

山田・田邉 山田・田邉

※欠席時のお振り替えはできません。ご了承下さい。

18：00～18：50 18：00～18：50

【定員】　各 10名 【定員】　各 10名

山田・田邉 山田・田邉



　　＜　教　室　開　催　予　定　日　＞

月 火 水 木 金 土

2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日

2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日

2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日

2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日

2月28日

4回 3回 3回 4回 3回 4回

・ご来館の上、申込書を提出ください。

　申込書は受付にてご用意してありますが、ホームページよりダウンロードもできます。

　(両面印刷となりますのでご注意ください）

・申込および入金について、ご本人様（子供は保護者の方）以外の代行は受付はできません。

　お支払いは、抽選発表後から教室初日までにお願いいたします。

・各教室50分のレッスンです。(アクアビクス・水中アクアは45分のレッスンです。)

・応募者多数の場合は抽選となります。

　抽選結果は館内及びホームページにて発表させていただきます。

・抽選後の変更・キャンセルはできません。

・開催前日正午までに各クラス申込者3名以上で開催となります。。

（※アクアビクス・水中ウォーキングは申込者10名以上で開催となります。）

・入金後の返金・変更・キャンセルは出来ません。

・駐車場の割引はございません。

・ロッカーは50円の回収式になります。鍵のかけ忘れにご注意ください。

・オムツ習慣がとれていないお子様はプールのご利用ができません。

・年少のお子様は集団生活に慣れているお子様に限ります。

⑰ B1 / ⑱ Ｃ ㉒ B1 / ㉓ Ｃ

ク　ラ　ス　　/　料　金
ア　ク　ア　・　成　人　・　幼　児　・　小　学　生

月 ・木・土（4回） 火・水・金（3回）

アクア教室　　　　　　　＠1,050 ¥4,200

小学生水泳教室　（対象：小学生）　＠900 ¥3,600 ¥2,700

幼児水泳教室　（対象：年少・年中・年長）＠850 ¥3,400 ¥2,550

[　お申込み方法　]

成人水泳教室　　　　　　＠1,000 ¥4,000 ¥3,000

休講日です

申し込み期間：1月11日（火）9：30～ 1月22日(土)まで
抽選結果発表：1月23日（日）13：00～

＜港南プール＞
港南区港南台６丁目22-38
☎045（832）0801

営業時間 9：00～20：00
（日曜のみ18：00）


