
スイミングスクール　スイマーズクラス　2級・1級

赤ちゃん親子スクール スイミングスクール　選手クラス
曜日 時間帯 会費(税別)
水 10:15-11:15
⾦ 13:00-14:00
土 10:00-11:00
火 11:30-12:30 スイミングスクール　ジュニアマスターズクラス
木 11:30-12:30 月4回6,800円

ﾌﾘｰ回7,200円

体⼒づくりスイミング(4級以上)
6,200円/4回

ﾁｹｯﾄ制

2・3才児スイミングスクール　　ヒヨコ・カニ・カメ・アヒル・サカナ・イルカ
スキンダイビング(4月〜7月限定)

2・3才児知育体操スクール

スイミングスクール　⼊門・初⼼者A 4才以上クラス 14級〜10級

年少〜体操スクール
曜日

スイミングスクール　⼊門・初⼼者B 5才以上クラス　13級〜10級 水⾦
土

水⾦

月〜⾦
スイミングスクール　育成クラス 9級〜7級 土 ←年中・年⻑クラスは

月〜⾦    小学生クラスの弟妹専用

キッズダンス
曜日

スイミングスクール　育成クラス　6級〜5級

※月により、第1・3土曜日でない場合がございます。
　 詳細は、お問合せください。

⻘空スクール
スイミングスクール　スイマーズクラス　4級 曜日

月1〜2回
土・日・祝

※10m以上泳げる人(山海コース)

ファミリー農業体験

スイミングスクール　スイマーズクラス　3級

チケット制

小1〜小4 17:40-18:25
小5〜中3

第1・3
土 18:35-19:20

(火⾦、水土)

会費(税別)

日
月 16:45-18:00
土 14:45-16:00

(2才〜年中)

会費(税別)

11:00-12:15 月8回7,900円

14:15-15:15

10:00-11:15 (月木、火⾦、水土)

月4回6,500円

13:45-15:00 月8回7,900円

(月木、火⾦、水土)

月4回6,500円

月8回7,900円

月〜⾦
土 13:45-15:00

土

会費(税別)

月〜⾦

9:15-10:15

月〜⾦

曜日 時間帯

曜日 時間帯
15:45-17:00

土 幼児

●1.1〜1.8才は火木どちらもご参加いただけます

0.6-1.8才

日

曜日 時間帯 会費(税別)

(月木、火⾦、水土)

水 (ﾋﾖｺ･ｶﾆのみ)

月8回7,600円

会費(税別)
土

15:45-17:00

ｺｰｽ名 対象
ﾌﾟｰﾙの日

(予約なし) 0.6-3.0才

体操の日
(定員予約制)

土曜日限定
ﾌﾟｰﾙの日

1.1-3.0才

曜日 時間帯 会費(税別)

12:00-13:00

月4回6,200円
曜日 時間帯

火水⾦

月4回6,200円

月8回7,900円
日 12:00-13:15 (月木、火⾦、水土)

月4回6,500円

月4回6,500円
土
日

15:00-16:00
13:00-14:00

月〜⾦ 16:45-18:00

曜日 30 会費(税別)
月 17:45-19:00 月 4回6,500円

土 14:45-16:00

月12回 8,600円
日 12:00-13:15 (月木、火⾦、水土)+1日

月 8回7,900円火〜⾦
土

16:45-18:00
15:45-17:00

8,000円/全4回

2,000円/1ケ月
登録料1,100円/1家族

サツマイモ・ナス
ダイコン・ハクサイ

ALL

5/6,7/15,8/19,10/21
9/2,10/21,11/11,12/16

上記日程

会費(税別)時間帯コース

コース
ジャガイモ・レタス
カボチャ・ピーマン

4/8、5/6、6/10、7/15
5/6、6/10、7/15、8/19

日程 会費(税別)

山海コース
山のみコース

活動内容により
異なります

8,800円/1ヶ月
7,600円/1ヶ月

対象 時間帯

年中〜小3
17:30-18:45
15:45-17:00
17:00-18:15

小1〜小6 土

会費(税別)

15:00-16:15

13:15-14:30
16:15-17:30
14:30-15:45

9,300円/6回
6,200円/4回

年少 15:00-16:00
13:15-14:15

曜日 時間帯 会費(税別)
土 9:15-10:15 1,700円/1回

チケット制

5,100円/4回分
チケット制土 9:15-10:15

火 10:00-11:00
時間帯 会費(税別)

曜日 時間帯

⾦ 10:00-11:00

対象

月12回 8,600円
月フリー回 9,100円

17:45-19:00火水⾦土

曜日

会費(税別)

時間帯 会費(税別)
月 18:45-20:00

曜日 時間帯 会費(税別)

月 4回 6,500円

時間帯は別途ご案内いたします 月フリー回13,000円

曜日 時間帯 会費(税別)
月〜⾦ 17:45-19:00 月 4回  6,500円

0.4-3.0才
1才以上の方
は託児をご利

用ください

月 8回 7,900円

曜日

16:45-18:00 月 8回  7,900円
月12回 8,600円

(月木、火⾦、水土)+1日日 13:00-14:15
土

曜日 時間帯 会費(税別)
月 18:45-20:00 月 4回  6,500円

火〜土 17:45-19:00 月 8回  7,900円
日 13:00-14:15 月12回 8,600円

(月木、火⾦、水土)+1日

時間帯

11:30-12:45

11:30-12:30

ママフラダンス 水with ベビー

10:00-11:00

ママフィット ⾦with ベビー

月8回7,600円
(月木、火⾦)

月〜⾦ 15:00-16:00
曜日 時間帯

10:15-11:15

年中・年⻑

木

会費(税別)

日 14:00-15:15

月4回6,200円10:00-11:00

土 11:45-13:00 月4回6,800円

子どものスクール ※表⽰⾦額は全て税別
⼊会手続
●⼊会登録手続料4,900円 ●月会費1ケ月分・指定用品代
●通帳又は口座№(三菱東京UFJ・中京・名古屋・愛知・ゆうちょ)
●身分証明・認印・写真1枚(3×4cm)


