
第1期
第2期
第3期
第4期

7/23(金・祝)～7/26(月)
7/28(水)～7/31(土)
8/5(木)～8/7(土)
9/18(土)～9/20(月・祝)

4日間

3日間
40名

40名

有

無

申込み開始
6月9日(水)

締め切り

Ａコース

Ｂコース

Ｃコース

Dコース

Eコース

期　間 コース名

9:15 ～ 10:30

11:00 ～ 12:15

15:00 ～ 16:15

8:30～9:45

時　間 日数

70名

70名

40名

定員対　象 クラス設定 参加費（税込） バス 申込み・締切

7月23日(金・祝)～26日(月)

7月28日(水)～7月31日(土)

8月5日(木)～7日(土)

9月18日(土)～20日(月・祝)

［一般］
＊２歳６ヶ月～小学生
＊おむつの取れている方

［一般のみ］
＊２歳６ヶ月～小学生
＊おむつの取れている方

［アピアSC会員］
ム級～緑級

水慣れクラス

泳力向上クラス

一般 6,820円

一般のみ 5,115円

アピア
SC会員 5,500円

１期 7月18日（日）
２期 7月25日（日）
３期 8月 1日（日）
４期 9月13日(月)

1期

2期

3期

4期

Aコース
運行ルート

Bコース
運行ルート

Cコース
運行ルート

＊短期水泳教室期間中にお休みされた場合、１回のみアピア本科スクール体験券をプレゼントいたします。

お申込みに
ついて

夏の短期水泳教室
バス運行ルートのご案内

水慣れクラス まったくはじめて、お水が怖いなど・・・プールデビューのお子様向けコース。
浮いたり、もぐったり色々な事にチャレンジしましょう。

泳力向上クラス アピアは “泳げないお子様、もっと上手くなりたいお子様を応援します” 
レベルに合わせた泳法の練習をしっかり行います。目標に向けてチャレンジ!

＋
指定用品スクールバッグ
プレゼント！

※他の割引との併用はできません。

0円！短期水
泳教室

参加後

本科コ
ース

ご入会
の方は 入会金

1期・2期・3期　8月31日(火)まで 4期　10月24日(日)まで

大泉・高屋敷・山室・藤木・経堂・長江方面
赤江・豊田・犬島・岩瀬・中島・奥田方面
荏原・新庄銀座・千成・上飯野・新庄方面

路線番号①
路線番号②
路線番号③

田刈屋・北代・東老田・呉羽・畑中・愛宕方面
赤江・豊田・犬島・岩瀬・中島・奥田方面
大泉・高屋敷・山室・藤木・経堂・長江方面

路線番号⑦
路線番号⑧
路線番号⑨

大泉・高屋敷・山室荒屋・藤木・経堂・長江方面
新庄銀座・舟橋村・荏原・方面
田刈屋・石坂・安養坊・芝園・北新町・奥田本町方面

路線番号④
路線番号⑤
路線番号⑥※申込用紙に必要事項を記入の上、料金を添えてお申込み下さい。又は、QRコードを読み取りWEBよりお申込み下さい。(一般のみ) ※WEB

からのお申込みはクレジット決済となります。※電話でのお申込みはご遠慮願います。 ※キャンセルにつきましては、1期7月18日(日)、2期7月
25日(日)、3期8月1日(日)、4期9月13日(月)までにご連絡いただければ全額返金いたします。 ※WEBよりお申込みの方のキャンセルの場合、
上記キャンセル日までにご連絡をいただいた場合でも1,100円の手数料がかかります。 ※県内在住のお子様のみのお申込みとなります。

WEBよりお申込みが
できます！

ご来館いただかなくても、QRコードを
読み取って、かんたん申込み&らくらく決済！ 

※一般の
　お申込みの方
　のみとなります。
※参加費は
　クレジット決済
　となります。

新型コロナウイルス感染症
予防対策について

館内での
マスク着用のお願い
(お子様はプールサイドまで) 

入口での検温、
手指消毒のお願い
(お子様・保護者)

咳や発熱(37.5度以上)など
風邪の症状がある方の
入場はご遠慮
いただいて
おります。

観覧席の入場人数を48名
までとさせていただきます。
（原則、1家族1名まで）

受付開始!!
6/9（水）

10M泳ぎたい！

まずは水慣れから

目指すよ！
水は怖くない！

バタ足できる
　　ようになるぞ！

平泳ぎをマスター！

今年はバタフライ

　　　　　泳ぐぞ！
誰よりも速く
  泳ぎたい！目標は

　　クロール25M!

※詳しいバス停はお問い合わせ下さい。

プールで使用している塩素は、ウイルスの殺菌効果がある
次亜塩素酸ナトリウムを使用。また湿度（50～60％）を保
つことによって、プール施設内は感染防止に優れた環境と
言われています。

見学自由！いつでもお気軽にお越し下さい！

キリトリ線キリトリ線

TEL.076-431-3321

ふりがな

保護者名

スクール
バス利用

　　　健康状態について

　　Ｎｏ． コース 水慣れクラス　・　泳力向上クラス

生年月日 　西暦　　　　年　　　　月　　　 日 （  　　 　歳） 男 ・ 女

お名前
連絡先

　電話番号　　　　　－　　　　　　－

　携帯番号　　　　　－　　　　　　－

ご住所
〒

　　　す　る　　（路線番号　　　　　　　　バス停　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　しない

富山市稲荷元町２－１１－１

2021年 夏の短期水泳教室申込書

学校・幼稚園・
保育園名

②泳力についてお聞きします。該当するところに○をつけて下さい。＊ここから練習をします。      

①短期水泳教室終了後、本科コースへの移行（入会）を考えていますか？    

③スイミングスクール歴

⑦教室参加にあたっての
　目標をご記入ください。

④過去のアピア短期水泳教室の参加

⑤今回の教室を何で
　お知りになりましたか？

1. 有り（　　　　　年）スクール名（　　　　　　　　　　　　　　）　 2. 無し
1. 有り（過去の参加数　　　　　　回）　2. 無し

1. 当クラブの会員からの紹介　2. 新聞折込チラシ　3. 幼稚園からのチラシ　4. ダイレクトメール
5. ショッピングセンター、館内ポスター　6. ホームページより　7. その他（　　　　　　　　）

⑥今後短期水泳教室や体験会の情報提供を希望されますか？※チラシ等をご郵送させていただきます。

1. 水が怖い
2. 顔が洗える
3. 頭からシャワーをかけられる
4. 顔を水につけられる
5. 水中に頭まで潜れる

（注）８～１３番は、７番まで達成できている方のみ記入してください。

１．本科コースへの移行を考えている　  ２．短期水泳教室の参加のみ　  ＊クラス編成の際、参考にさせていただきます

6. 水中に長く潜れる（５秒ぐらい）
7. 水中で潜って目があけられる（ゴーグルなし）
8. 補助具なしで浮ける（ダルマ浮き・伏し浮き・あおむけ）
9. 顔をつけてバタ足５ｍ（補助具なし）

10. 頭を水中にいれてバタ足５ｍ ( 補助具なし）
11. 息つぎなしでクロール（　　　　　　ｍ）
12. 横向きの息つぎでクロール（　　　　　　ｍ）
13. その他　泳法　　  　　（　　　　　　ｍ）

希望する　・　希望しない

https://www.apa-sports.com



●お申込みは体験希望日前日までに電話にてご予約下さい。
(コースによっては受入れできないクラスもあります)
●体験は通常スクールに体験していただきます。
●期間中、各スクール1回ずつ体験できます。
●体験の際、スクールバスの利用はできません。

見学自由！いつでもお気軽にお越しください 富山市稲荷元町２-１１－１

空手体験
無料！1,100円

お子様向けスクール
体験会実施中！

スイミングスクール

キッズスクール

体験料各1回

全国優勝、海外優勝をしているＰＵＰＰＹＳ！
園児～のクラスを開校。
チアに興味のあるお子様大集合！

週1回　木曜
17:30～18：30

30名
 年中～小学２年生

曜　日

時　間

対　象

定　員

月会費 5,280円

 ＰＵＰＰＹＳ
（パピーズ）

 ＰＵＰＰＹＳ
（パピーズ）

チアリーディングチームチアリーディングチーム

送迎バスあり
BUS

入会金免除 + 事務手数料 2,200円

アピアスポーツクラブお子様向けスクール・教室のご案内

親子のふれあい体操
＆スイミング

ジュニア
スイミング
水泳を通して心身の成長と発育を促します。
日　時

月会費 週1回 7,480円/週2回 9,790円

ジュニア日曜コース

ジュニア平日コース

ジュニア土曜コース

月・火・木・金週1回
15:20～16:35（2歳6ヶ月～小学生対象）
16:25～17:40（5歳～小学生対象）
17:30～18:45（小・中学生対象）

時間

土曜のみ週1回
13:00～14:15
14:05～15:20
15:10～16:25
16:15～17:30

時間 幼児～中学生対象

日曜のみ週1回
　9:00～10:15
10:05～11:20
11:10～12:25

時間

幼児～小学生対象

4ヶ月～3歳児と保護者1名対　象

月会費 6,820円

日　時 月・木曜　13:45～14:50
土曜  　11:25～12:30

送迎バスあり
（平日のみ）

BUS

指導力が違う!!

送迎バスコースが充実!! 感動体験もりだくさん！

小さいお子様も安心！

みんなニコニコ笑顔♪少数制でもちろん！ 
レベルに合わせた個人指導を責任をもっ
て行います。

私たちは、水を大好きにすることから始め
ます。そして、一人ひとり真剣に向き合い、
お子様のやる気を応援します。

日ごろ母子で過ごす時間が多くなりがちな育
児生活。親子の楽しい時間を過ごしましょう。
イクメンパパも大歓迎！

安全・安心にお子様の送迎をいたします。 
各地域を充実のコースで巡回し、あなた
のお家の近くまで向かいます!!

真っ白な画用紙を持つ幼少期こそ、様々
な感動体験をさせてあげてください。お
子様が経験できる感動をたくさん用意し
ています！

ダンスもチアリーディングも 空手も

基礎からわかりやすく丁寧に指導します。
カッコよくダンスしよう！

ヒップホップダンススクールヒップホップダンススクール

週1回　火曜曜　日

定　員 各20名
月会費 5,280円

時間・対象 初級コース
（年長～小学生）　　 16:30～17:30

アドバンスコース　  17:45～18:45
（小学生～中学生）　

送迎バスあり
BUS

楽しみながら心も体も強くなる！
礼儀作法も身につきます。

曜　日

時　間

対　象

定　員

月会費

週1回　金曜
17:45～18:45
4歳～小学生
30名
6,600円

正道会館空手教室正道会館空手教室

送迎バスあり
BUS

キッズ
スクールも

スイミングも

※表示価格は全て税込です。

https://www.apa-sports.com/


