
　　　　

【開催日】 【幼児クラス】

日 月 火 水 木 金 土

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

【キッズクラス】

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

1時間目
9:50～
10:50

小学生の水慣れから、背面キックで25
ｍ完泳までを個人の泳力に合わせて練習
します。

１０級
～

７級

3時間目
11:50～
12:50

2時間目
10:50～
11:50

小学生の水慣れから、クロール・背泳ぎ
で25ｍ完泳までを個人の泳力に合わせ
て練習します。

１８級
～

７級

②

４泳法の中でお好きな泳法を1種
目選んでいただき、上手に泳げる
ように練習します。
※何も持たずに25ｍ以上泳げる方

７月 時間 内容 対象 定員 対象年齢

20名
程度

全く泳げない、水に入るのが怖い等
のお子様を対象に、楽しく水遊びを
したり、泳ぎの基礎を練習します。

誰でも
参加でき

ます
１５名

①

年中
･

年長

※対象級は裏面をご覧いただき、お子様の泳力に合ったクラスにお申込みください。

1時間目
9:50～
10:50

小学生

～

中学生
２級
～

プラチナ
15名

ターン練習から個人メドレーのタ
イムアップを目標に個人の泳力に
合わせて練習します。
※4泳法すべて25ｍ以上泳げる方

９級
～

プラチナ

８月

後期 8/18・19・20・21・22

１５名

３５名
程度

前期 7/31・8/1・2・3・4
中期 8/11・12・13・14・15

★今回の短期水泳教室のお申込みは抽選とさせていただきますので
ご注意下さい。

募 集 期 間 ：平成２９年６月２４日(土)１０時～６月３０日(金)２１時まで

抽 選 日 ：平成２９年７月１日(土)１６時より会議室にて順次行います。

公開抽選となっておりますので、ご観覧いただけます。

抽選結果は全クラス抽選後に館内掲示・HPにて公開いたしますので

ご確認をお願いいたします。

お電話での回答は致しかねますので予めご了承下さい。

なお、定員に満たないクラスは抽選終了後より先着順にて、

お申込みできます。

当選者入金期間 ：平成２９年７月１日(土)抽選終了後～７月９日(日)２０時３０分まで

※上記期間中にご入金をされなかった方の当選は無効となります。

尚、無効となった場合は７月１０日(月)１３時より先着申込みを受付いたします。

お 申 込 み 方 法：『短期水泳教室参加申込書』に必要事項を記入し、募集期間中に受付窓口へ

お持ちください。

★利用証をお持ちの方はA5サイズ、お持ちでない方はA４サイズの申込書にご記入くださ

い。

受 講 料 ： 全５回 ３,050円
※平成２９年度スポーツ安全保険料のお支払いがお済みでない方は別途８００円必要です。

募集期間終了後のお申込みは、教室開催の3日前までとさせていただきます。

尚、定員になり次第、募集は締め切らせていただきます。

★詳しくは裏面を必ずお読みください。

お問い合わせ先 香川県立総合水泳プール ０８７－８８５－３８２１

短期教室でも級判定をしますので幼児・キッズスイム受講生は

短期教室でレベルアップできるようになります。

練習1日目に記念撮影を行います✌

撮影した写真はご希望の方に販売いたしますので、

お休みになられないようご参加ください★

お楽しみに～♫



級 幼児・練習項目 級 キッズ・練習項目
バブリング（口から息が吐ける） 18 水なれ
顔つけ（３秒） 17 けのび・背浮き
とびつき（黄台から先生へ） 16 板キック12.5ｍ
もぐり（目をあけて５秒） 15 板キック　25ｍ　　　　

14 面かぶり板キック　25ｍ
補助背浮き（脱力して浮く） 13 面かぶりキック　７ｍ
連続呼吸（スムーズに呼吸ができているか） 12 背面キック　12.5ｍ
伏浮きキック（３ｍ） 11 背面キック 25ｍ
背浮きの姿勢が取れる（３秒） 10 面かぶりクロール 10ｍ
板けのび（５M） 9 クロール　15ｍ
板背浮き（５M） 8 クロール　25ｍ
板キック（５M） 7 背泳ぎ　　25ｍ

サメ けのび・背浮き（壁けり、姿勢、立ち方） 6 バタフライキック　25ｍ
シャチ 5 バタフライ　25ｍ
クジラ 板キック（１０ｍ） 4 平泳ぎキック　　25ｍ
クマ 回転キック（１０ｍ） 3 平泳ぎ　　25ｍ

2 クロール・背泳ぎ　ターン
1 平泳ぎ・バタフライ　ターン
銅 個人メドレー100ｍ　　2分15秒以内
銀
金 背泳ぎ・平泳ぎ５０ｍ　タイム測定

ﾌﾟﾗﾁﾅ 個人メドレー200ｍ タイム測定４分以

ボビング移動（３ｍ）

クロール・バタフライ５0ｍ　タイム測定

アヒル

ワニ

　【進級内容】

クラゲ

伏浮き（黄台から黄台へ　顔がつけれているか）カエル

みんなよりも一足先に

水泳の練習をしましょう♪

まってま～す★

《持ち物について》

・水着、水泳キャップ、ゴーグルの指定はございませんので、 各自ご用意ください。

・持ち物には必ず名前を記入してください。その他、タオルなどお忘れのないようにご注意ください。

・受講証はスクール開始前に受付に提出し、帰りに必ずお持ち帰りください。

（過去に当施設の教室受講経験がある方で、バーコード付き利用証をお持ちの方は教室時にお持ちください。）

・利用証は１０回制のスクールや年度が替わりましても使用しますので、失くさないようにお願いします。

・利用証を紛失した場合は再発行をお申し出ください。（再発行手数料100円）

《受講時間の変更について》

・一度お申込みいただいたクラスは変更ができませんのでご注意ください。

・受講料をお支払いの際に登録クラスを必ず確認してください。

《スクール時間について》

・スクール開始１５分前から窓口にて受付を行います。

・スクール開始５分前からプールサイドにて準備体操を行います。

・練習時間は５０分間（幼児は４５分間）とし、片付け・シャワー・更衣時間を１０分とさせていただきます。

※５回目は４５分で終了します。

《進級テストについて》

・進級テストは教室５回目に行い、認定証をお渡しします。

※５回目に欠席される方は４回目に行いますので、事前にコーチへお伝えください。

・合格者で進級された方は、２９年度第２期スイミングスクール時に進級した内容の練習を行います。

なお、第２期スイミングスクールの９回目にワッペンをお渡しいたします。

・短期水泳教室終了時にワッペンの配布はありません。

《更衣ロッカーについて》

・荷物はロッカーに入れ、必ず鍵を閉めて下さい。鍵はプールサイドで担当コーチが預かりますので

プールサイドまでお持ちください。イスや個室の中に置いておかないようにしてください。

また、貴重品などはお持ちにならないようお願いいたします。

（盗難に関しては一切の責任を負いません）

・靴の履き間違えが多くなっておりますので、お気をつけください。

・ロッカーの鍵を紛失された場合は、弁償していただくようになりますのでご注意ください。

《保護者の方へ》

・授業後は体を拭いてからお子さんを更衣室へ送ります。そのため、バスタオルをプール入口まで持たせてくださ

い。

・水泳教室の送迎は、保護者でお願いします。

・幼児クラスの保護者の方は教室受講中、観覧席より必ず見学をお願いします。

《写真撮影のご案内》

・水泳教室参加記念といたしまして教室１日目に写真撮影をさせていただきます。

欠席された場合の取り直しはいたしませんので、ご了承ください。

・撮影した写真はご希望の方へ販売いたします。購入をご希望される方は教室2日目までに指定の申込用紙に必要

事項をご記入の上、受付へお持ちください。

・撮影に関して不都合がございましたら事前にスタッフまでお申し付けください。

・個人での写真、ビデオ撮影はご遠慮ください。


