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№2018年 夏休みたんき教室入会申込書

平成　　 年　　 月　　 日申込

保護者名 祥

●本科会員（　　 　）級

●元本科会員（　　   年前　　  級）

●短期教室（　　 　）級

●初めて当スクールに参加される方
　は下記に○印をつけてください。

1 . 顔をつけられない
2 . 顔をつけられる
3 . 浮くことができる
4 . バタ足ができる
5 . クロールができる
6 . 背泳ぎができる
7 . 平泳ぎができる
8 . バタフライができる

（　　　）秒
（　　　）秒
（　　　）m
（　　　）m
（　　　）m
（　　　）m
（　　　）m

泳力（必ずご記入ください）（ジュニア用）

(　　年)

希望コース ふりがな

氏 名

生年月日 年　　　　月　　　　日（　　　才）

住　所

男
・
女

学
校
名

ＴＥＬ

会員番号

●水泳不適の健康状態でないことを申告いたします。
　　（眼病・腎臓・中耳炎・皮膚炎・てんかん・心臓疾患　その他の伝染病はありません）
●上記の事項に相違なく、貴会規約に従うことを誓約の上入会申込みいたします。
　㊟納入された申込金は原則返金できません。予めご了承ください。
●申込書に記入された内容はスイミングスクール運営のために利用することに
　同意いたします。
※ご記入頂いた個人情報は、指導上に関わる業務以外には一切使用致しません。
※泳力別グループ編成の為、『お友達同士一緒に』というご希望には添えません。

停留所名

ジュニアコース （水慣れ～４泳法）　　授業時間：６０分
対象：２歳半～中学生（振替制度あり）

毎週同じ曜日に受講の定期コース ２才半～のきょうしつ

月会費 時間（平日：対象年齢により時間が異なります）

週2回

週1回

8,208円

6,588円

１Ｈ
２Ｈ
３Ｈ

月～金
14：45～16：00（未就学児）
16：15～17：30（小学低学年）
17：15～18：30（小学生以上）

土
10：00～11：15
11：00～12：15
15：15～16：30

●　週１回コース→ご都合の良い曜日をご登録して頂きます。
●　週２回コース→【月・木】【火・金】【水・土】での登録となります。
　※【月・木】【火・金】は両方の曜日が同じ時間での登録となります。
　※【水・土】は水曜日は対象年齢に沿った登録になり、土曜日はご希望の時間で登録できます。
　※現在　土曜日コースは定員になっております。
●　送迎バス毎日運行（行先は曜日・時間により異なります。）定員の場合もございます。

平日たんき教室 ※　たんき教室は下記の料金のみで受講できます
※　申込書に記入・捺印をしてお申込み下さい

回　　数 対象月 時間（体操15分含） 受　講　料 年　齢

４回 ７月
８月 17：15～18：30 6,588円 小学生以上

（通常授業のお子様たちと一緒の授業に入って頂きます。泳力にあったコースに入ります。）
●　フロントにて下記申込書と受講料をお支払下さい。
　（電話予約も可能ですが、予約後１週間以内又は受講日前日までに手続きが必要となります）
　㊟　１週間以内に手続きない場合、自動的にキャンセルとなりますのでご了承ください。　
●　７月または８月どちらか１ヶ月の間に４回受講となります。２か月に渡っての受講は２か月分を徴収致し
　　ますので、ご了承ください
　※　手続きの時に日程を教えて頂きます。変更不可になりますのでご了承ください。
　※　７/２５～３１・８/２７～３１の間は１回のみの利用に限ります。
●　水着・水泳ＣＡＰ・ゴーグル・バスタオルは自由です。
●　健康状態（眼病・腎臓・中耳炎・皮膚炎・てんかん・その他伝染病）によりお断りする場合もございます。
　　告知なしでの受講はご遠慮ください。
●　原則受講料の返金はできません。
●　たんき教室は振替はございません。

日　　程 クラス 時間（体操10分含） 受　講　料 年齢 定員

7/26・27・28
9:00 10:10

会　員 4,536 円

準会員 4,860 円

一　般 5,184 円

～
10:10 11:20～
9:00 10:10～
10:10 11:20～

9:40 11:20～

7/30・31・8/1

8/2・3

A

4歳
各
60名〜

中学生

B
C
D

E

ジュニアたんき教室

※　準会員は1年以内の短期教室受講者の料金です（対象：2017年夏、2018年春・たんき　受講者）

※　たんき教室は下記の受講料のみで受講できます。
※　申込書に記入・捺印をしてお申込み下さい。

（Ｂ・Ｄクラスをお申込みの方は出来る限り送迎バスをご利用下さい。）
駐車場に限りがございます。満車の時はお断り致しますのでご了承ください。

●　フロントにて下記申込書と受講料をお支払下さい。（電話予約も可能ですが、予約後１週間以内に手続きが必要となります）
　㊟　１週間以内に手続きない場合、自動的にキャンセルとなりますのでご了承ください。　
●　定員となり次第締切らせて頂きます。
●　泳力でコース分けをして指導致します。（『お友達一緒に！』はご希望に添えません）
●　水着・水泳ＣＡＰ・ゴーグル・バスタオルは自由です。
●　健康状態（眼病・腎臓・中耳炎・皮膚炎・てんかん・その他伝染病）によりお断りする場合もございます。告知
　　なしでの受講はご遠慮ください。
●　送迎バスは日程・時間により異なります。（詳しい停留所はフロント・ＨＰにてご確認下さい）
●　原則受講料の返金はできません。
●　たんき教室は振替はございません。

　　　　　●　Ｂクラス　Ｒ１２・厚別北・森林公園・
大麻（１番通）方面。２番通・見晴台・大麻（２・３番通）方面。
●　Ｄクラス　大麻（２・３番通）・厚別北・森林公園方面。
　　　　　　　上江別・高砂・あさひが丘・緑ヶ丘方面。
●　Ａ・Ｃ・Ｅクラスバス
　　送迎は行っていま
　　せん。

送迎バス

ずっと習えるかな…ずっと習えるかな…
　　　心配な方は短期教室をご利用ください　　　心配な方は短期教室をご利用ください

指定水着・指定CAP・ゴーグル指定水着・指定CAP・ゴーグル

指定バッグ・指定バッグ・
FIXFIX（腕につける浮き輪）（腕につける浮き輪）

ジュニア夏たんき教室 （今回）ジュニア夏たんき教室 （今回）
受講者　プラス特典！受講者　プラス特典！

定期コース定期コース
新規会員特典！新規会員特典！

6月21日 （木）6月21日 （木）
AM11:00～受付スタート！！！AM11:00～受付スタート！！！

ＪＳＳ
地域の健康づくりに
貢献するＪＳＳグループジャパンスイミングスクール江別

江別市野幌松並町11-3

平日／AM11:00～PM 7:00 ★ 土曜／AM 9:00～PM 5:00 日曜休館

ﾎ011-385-3003
ホームページに最新情報満載！

ＪＳＳ江別ホームページ　http://jss-ebetsu.com/
JSS江別 検　索

JSS江別モバイルサイト

至大麻

至
新
さ
っ
ぽ
ろ

行き止まり

二番通 至若草町

至江別国道12号線

九
丁
目
通

白
樺
通

１号線

鉄東線

●江別市消防本部
●野幌交番

●生協さん
●
野幌郵便局

●
ホンダプリモさん
●びっくりドンキーさん●

ホーマックさん

●わかば保育園さん

JSS江別
JR野幌駅

受付時間

入会受付は上記時間終了30分前までにお願いします

入会時のみ諸費用はクレジットカードもご利用いただけます

元気で笑顔あふれる子供にしたい元気で笑顔あふれる子供にしたいJSSJSS江別から始まる江別から始まる

健康づくりの第1歩健康づくりの第1歩
JSS江別から始まる

健康づくりの第1歩
６ヶ月～80歳代まで【老若男女とわず】幅広い年齢層で水泳を楽しんでいただけます６ヶ月～80歳代まで【老若男女とわず】幅広い年齢層で水泳を楽しんでいただけます

大人・子供・ベビー大人・子供・ベビー
　　　たんき教室募集開始！　　　たんき教室募集開始！

ずっと習えるかな…
　　　心配な方は短期教室をご利用ください

大人・子供・ベビー
　　　たんき教室募集開始！

定期コース
新規会員特典！

ジャパンでジャパンで
お友達にお友達にジャパンで
お友達に 差差ををつけよう！つけよう！つけよう！

体力で体力で
運動神経運動神経で

がつくがつく
がつくがつく
がつくがつく集中力で集中力で体力で体力で

運動神経運動神経で
がつくがつく

がつくがつく
がつくがつく集中力で集中力で体力で

運動神経で
差差 差差

差差
がつく

がつく
がつく集中力で

裏面もご覧ください裏面もご覧ください裏面もご覧ください

ベビーベビーコースコース

プレゼント！プレゼント！

プレゼント！プレゼント！

CAP・ゴーグルCAP・ゴーグル・セームタオル・セームタオル

プレゼント！プレゼント！

ジュニアジュニア コースコース

全コース９/２2 （土） まで全コース９/２2 （土） まで
入会金 OFF！入会金 OFF！

指定CAP・ゴーグル指定CAP・ゴーグル
ジュニア コース

全コース９/２2 （土） まで
入会金 OFF！

ベビーコース

上記以外その他の上記以外その他のコースコース上記以外その他のコース

指定CAP・ゴーグル プレゼント！

指定水着・指定CAP・ゴーグル

プレゼント！

プレゼント！プレゼント！プレゼント！

プレゼント！

CAP・ゴーグル・セームタオル

（７/28（土）は短期教室のみの営業で、通常授業の方はお休みになります）

指定バッグ・
FIX（腕につける浮き輪）

6月21日 （木）
AM11:00～受付スタート！！！

代 【老若若代 【老若

地域の地域の
　子供達を　子供達を
地域の
　子供達を

（裏面にベビー・大人の教室あります）（裏面にベビー・大人の教室あります）（裏面にベビー・大人の教室あります）

（各コース時間・曜日は裏面を…）（各コース時間・曜日は裏面を…）（各コース時間・曜日は裏面を…）

休館日：毎週日曜日・7/28（土）・8/8（水）～ 8/15（水）

ジュニア夏たんき教室 （今回）
受講者　プラス特典！


