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☆６月中に「短期教室のお申込」と「ご入会お手続き」をいただくと・・・

☆７月１日以降、短期教室参加前までに「ご入会お手続き」をいただくと・・・

☆短期教室終了時までに「ご入会お手続き」をいただくと・・・

①入会金０円　②指定用品２点プレゼント　（スイミング・・・キャップ・バッグ、体育・・・トレパン・トレシャツ）

※指定用品　スイミング・・・水着・キャップ・バッグ、体育・・・トレパン・トレシャツ・シューズ・バッグ

☆種目は跳び箱・マット・鉄棒・トランポリンの４種目を中心としたレッスンとなります。

☆１日体験コース・２日間体験コースともに、ご参加はお一人様１回までとなります。

☆保護者様は毎日体操場内でご見学が可能です。カメラ・ビデオ撮影もＯＫです！

～ご入会特典～

①入会金０円　②指定用品全点プレゼント　③短期教室参加費キャッシュバック

①入会金０円　②指定用品全点プレゼント

☆6/29（土）・30（日）は休館日となります。6月中のフロント申込みは6/28（金）までにお願いします。

日にち 時間 対象 定員
Ａ　７月２３日（火）～２４日（水）　Ｂ　７月２５日（木）～２６日（金）

９：００～１０：００ 会員・一般（３歳～小学生） 各１５名Ａ　７月３０日（火）～３１日（水）

Ａ　８月２０日（火）～２１日（水）　Ｂ　８月２２日（木）～２３日（金）

７月２８日（日）・８月６日（火）・７日（水）・８日（木）・９日（金） ９：００～１０：００ 一般（３歳～小学生） 各１５名

２日間コース 参加費　3,000円（税抜）

　　　　　・ご兄弟でのお申込で500円割引！

１日体験コース 参加費　1,500円（税抜）
（お一人様最大１，０００円割引）

日にち 時間 対象 定員

☆保護者様は毎日プールサイドにてご観覧いただけます。カメラ・ビデオ撮影もＯＫです！

体育スクール
～　割引特典　～

　　　　　・６月中のお申込で500円割引！

日にち 時間 対象 定員
　７月２３日（火）～７月２６日（金）

Ａ　８：３０～９：４０　Ｂ　１０：００～１１：１０
会員・一般（３歳以上）

各５０名
　８月２０日（火）～８月２３日（金） 会員のみ

☆6/29（土）・30（日）は休館日となります。6月中のフロント申込みは6/28（金）までにお願いします。

４日間コース 参加費　6,000円（税抜）

Ａ　８：３０～９：４０　Ｂ　１０：００～１１：１０

３日間コース 参加費　4,500円（税抜）

日にち 時間 対象

☆１日体験コースのご参加は、お一人様１回限りとなります。３日間コース、４日間コースは連期でのお申込も可能です。

３期
７月２８日（日） Ａ　９：００～１０：１０　Ｂ　１０：３０～１１：４０

一般（３歳以上） 各５０名
８月６日（火）・７日（水）・８日（木）・９日（金）

定員
７月３０日（火）～８月１日（木） Ａ　８：３０～９：４０　Ｂ　１０：００～１１：１０ 会員・一般（３歳以上） 各５０名

ジュニアスイミング　
～　割引特典　～

　　　　　・６月中のお申込で500円割引！

　　　　　・ご兄弟でのお申込で500円割引！

１日体験コース 参加費　1,500円（税抜）
（お一人様最大１，０００円割引）

日にち 時間 対象 定員

６／８（土）AM10:00 受付開始！

☆お子様の対象年齢を満たすクラスをお選びください。
☆同じ曜日・時間での３回体験となります。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

～入会特典～ … 体験実施日

体験教室参加前にご入会いただくと・・・
①入会金0円　②指定用品２点プレゼント（スイ ミング・・・キャッ プ・バッ グ、体育・・・トレパン・トレシャツ） 　③体験参加費キャッシュバック

体験教室受講後にご入会いただくと・・・

①入会金0円　②指定用品１点プレゼント（スクールバッ グ）

・入会金　３，０００円（税抜）　 〒477-0032
・年会費　３，０００円（税抜）

・月会費　２ヶ月分　（月会費･･･週１回７，９８０円、週２回　９，９００円）※税抜

・口座番号が分かるもの　及び　届出印 営業時間　月・火・木・金　10:00～20:30

・指定用品代 水　10:00～19:00　土　9:00～18:00

※税抜 7/29（月）～31（水）・8/12（月）～16（金）

　今までにかかったことのあるものに○をご記入ください。

1．心臓病疾患　2．不整脈　3．てんかん　4．狭心症　5．熱性けいれん（　　　才頃）6．その他（　　　　　　）
　　健康申告書

保護者同意書 上記の者は、短期教室・体験教室に参加することを同意します。　令和　　　年　　　　月　　　　日　保護者名

ご記入いただきました個人情報は、夏休み短期教室・体験教室のみに利用致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイミングスクール　ビッグ・エス加木屋

バタ足ができる が　　　M泳げる 　M泳げる 　M泳げる 　M泳げる

入会意志 　入会の意志をお聞かせください。　　・入会する　　　・レッスンを受講して検討する　　　・特に決めていない　　　・入会しない

生年月日 西暦　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
ＴＥＬ

携帯

住所
〒　　　　　－

泳力

（スイミング　　参

加者）

全く初めて
顔洗いができる

耳も入れて 頭までしっかり 一人で浮くことが

←該当するもの

に○を記入

水が怖い 顔付けができる 潜ることができる できる

顔を入れて クロール（息継有） 背泳ぎが 平泳ぎが バタフライが

区分 会員　・　一般 　会員ＮＯ.           　　　　　 現クラス　　　　　　　　　　　現在級（スイミング）　　　　　　　　級

フリガナ 性別 年齢 学年

名前 男　・　女 　　　　　　　　歳
未就園　・　年少　・　年中　・　年長

小学（　　　　　）年生

ＴＥＬ：0562-35-1173

休館日　毎週日曜日・6/29（土）

夏休み短期教室・本科体験教室　参加申込用紙　　　　　　　　　受付日　2019年　　　月　　　日

参加クラス

スイミング 体育
①1日体験 ②3日間コース ③4日間コース ①1日体験 ②2日間コース

日にち　　　／　　　（　　　）
時間　Ａ　・　Ｂ

　1期　･　4期
日にち　　　／　　　（　　　）

　1期　･　2期　・　4期

時間　　Ａ　・　Ｂ 時間　Ａ　・　Ｂ 日にち　Ａ　・　Ｂ

本科体験　　7月　　・　　8月　　　クラス（　　　　　　） 本科体験　　7月　　・　　8月　　　クラス（　　　　　　）

JTＤ  （土）　　　１３：１５～１４：１５
３歳

以上

ご入会お手続きに必要なもの ビッグ・エス加木屋

愛知県東海市加木屋町石塚150

ＪＡ  （土）　　  　１２：３０～１３：４０
３歳

以上
JTC  （土）　　　１２：１０～１３：１０

３歳

以上

JB  （土）　　　  １１：００～１２：１０
３歳

以上
JTA  （土）　　　１１：００～１２：００

３歳

以上

８月体験会

JC  （土）　　　    ９：２０～１０：３０
４歳

以上
JTB  （土）　　　　９：３０～１０：３０

５歳

以上

C
 （月～金）　１７：３０～１８：４０ 小学生

以上
TC

 （月～金）　１７：４０～１８：４０ 小学生

以上 （土）　　　　１６：２０～１７：３０  （土）　　　　１６：３０～１７：３０

B
 （月～金）　１６：２０～１７：３０ ５歳

以上
TB

 （月～金）　１６：３０～１７：３０ ５歳

以上 （土）　　　　１５：１０～１６：２０  （土）　　　　１５：２０～１６：２０

A
 （月～金）　１５：１０～１６：２０ ３歳

以上
TA

 （月～金）　１５：２０～１６：２０ ３歳

以上 （土）　　　　１４：００～１５：１０  （土）　　　　１４：２０～１５：２０

スイミング 体育 ７月体験日

クラス 時間 対象 クラス 時間 対象

スイミング・体育　本科クラス３回体験

本科通常レッスンを３回体験いただけます。

体育は跳び箱・マット・鉄棒・トランポリン！ 参加費　4,500円（税抜）

スイミング指定用品 水着（1,800円～3,700円）キャップ（500円）バッグ（2,200円）

体育指定用品 トレパン（2,400円）トレシャツ（2,400円）シューズ（1,900円）バッグ（2,200円）


