
 

 

保護者の皆様へ 感染予防対策につきまして、以下の内容を必ずご確認ください。
●お家で水着に着替えてきてください(帰宅時の下着は忘れずにお持たせください)

●用品の貸出は出来ませんので、忘れ物が無いようお願いいたします。

●マスク着用をお願いします。練習中はファスナー付ビニール袋(記名)にマスクを入れてください。

持ち物の自己管理が出来る様にお家で練習してください。

●汗や汚れがある場合は、お家でシャワーを浴びてきてください。

●保護者の方の見学はお控えください。

●小さなお子様は、着替まで付添いお願いします。付き添う保護者の方も、マスク着用・健康チェックと検温をお願いいたします。

やむを得ずプールサイド迄付き添いが必要な場合は、素足でフェイスシールド(300円税込販売)を付けてお入りください。

●お家を出る前に、うがい手洗いをしっかりしましょう。(プールからの帰宅後も同様です。)

●ご自宅で検温、体調管理チェックリストに記入して必ずお持ちください。

●受付と体調チェックは外階段下の屋外で行い、手の消毒も行います。

●入場は階段途中の2階と3階の二つに分散します。スタッフが誘導して直接プールサイドに行きます。

●スイムキャップ・ゴーグル・水着・タオルは、洗剤でよく洗ってからご着用ください。

●全館土足禁止にいたします。

●館内は、常時各箇所次亜塩素酸水での空間除菌をいたします。

●毎時間、設備(床・ドア・ロッカー・椅子・トイレ・その他備品)を次亜塩素酸消毒液で消毒いたします。

●館内は窓を開け常時換気、プールは室内の湿度・温度・塩素濃度を計測しながら常時換気いたします。

●スタッフ全員毎日体調チェックリストを提出。家族とも健康であることを確認してから出勤。体調を万全にいたします。

2020年6月2日(火)からのお知らせ
子どものコースの皆様へ

毎回必ず、受付で体調管理

チェックリストをご提出ください。
レッスン当日の体調については、保護者責任の下、

ご自宅を出る前にチェックしてください。

この健康チェックリストが無 い方は練習にご参加いただ

けませんので、お忘れの無い様お願いいたします。

お子様だけで来られる方は特にご注意ください。

保護者の方にお子様の体調確認のためお電話で

確認させていただくことも有りますのでご協力ください。

該当する項目が1つでもある場合は、 本日のレッスンを

お休みしてください。

振替は2022年3月末まで可能です。

☎052-801-7170

■子どものスイミングスクール練習参加方法について

本科レッスンを 2020年6月2日(火) より段階的に再開いたします(1級～14級)
感染予防のための「新しい生活様式」に沿ったルールが定着するまで、6月は分散して参加人数を減らします。

以下の要領で実施いたしますので、ご確認の上ご協力をお願いいたします。

学校も再開されますので、先ずは日常生活のペースづくりと体調管理を最優先にしてください。

入門・初心者 育成 スイマーズ ジュニアマスターズ 体力づくり
第1週目 6月2日(火)～8日(月) 14・13・12級 9・6級 4・2級 会員№下二桁目が奇数番号の方 定員予約制
第2週目 6月9日(火)～15日(月) 11・10級 8・7・5級 3・1級 会員№下二桁目が偶数番号の方 定員予約制
第3週目 6月16日(火)～22日(月) 14・13・12級 9・6級 4・2級 会員№下二桁目が奇数番号の方 定員予約制
第4週目 6月23日(火)～29日(月) 11・10級 8・7・5級 3・1級 会員№下二桁目が偶数番号の方 定員予約制

子どもスイミング

6月

出席カードのバーコード

に会員NOが表示されています。

会員№下二桁目はここです。

①6月の練習参加方法 練習時間は、新年度書類でお渡しした2020年度コース時間表でご確認ください

進級テスト▶6月～9月は、練習の中で進級基準に達した場合、コーチ推薦で進

級になります。スイマーズ(4～1級)は3・4週目に希望者のみ、レッスンの中でタイ

ムを計測。選手希望者は12月4週目まで2020年3月の学年基準タイムを有効

にします。

バスタオルは、シャワー後使用します。
必ず大きく名前を書いて自分のタオルが直ぐに

分かる様にしてください。巻きタオルも便利です。

②6月からオリジナル新指導システム 動画テキストで練習効果をupします。

6月は練習回数を半分に減らします【●月4回登録の方▶月2回 ●月8回以上登録の方▶月4回】
7月の練習回数は通常に戻す予定ですが、状況により変更する場合もあります。7月の練習参加方法につきましては、6月25日頃、ホームページ

会員専用ページにて(パスワードarigatou40)お知らせいたします。必ずご確認ください。

QRコード QRコード

月会費について
●3月▶徴収させてたいただいた施設管理費…6月月会費の一部に充当させていただくため無し

●4月▶徴収させていただいた年度更新料…新年度書類作成・2020年度の施設管理費

●5月▶会費徴収は無し

●6月▶6月月会費から3月施設管理費1,100円を差し引かせていただきます(6月12日(金)引落)

現在級の動画テキスト1クール分と、6月の練習2回(4回)分の振替予約申込用紙(期限は2022年3月末)を

お渡しします。7月は2クールの練習に入ります。2クールのテキストは、6月中にお渡しいたします。

動画テキストにより、ソーシャルディスタンスを保ち、各自の課題に向かって練習しやすくなります。

保護者の方は、見学できない時も、ご自宅で動画テキストをご覧いただき、スイミングでの練習内容をお子様と共有していただけます。

動画テキストのQRコードから動画を見ることができます。

泳法のポイントが何回でも視聴できます。14級～1級全クラスの動画があります。

動画を何度も見る▶プールで練習する▶動画を何度も見る▶プールで練習する …と活用してください。

失くさない様に保管して全クラスのテキストを集めましょう!!進級したら、次の級の動画テキストをお渡ししま

す。ジュニアマスターズ・体力づくりの皆さんには、復習として必要な動画テキストをお渡しします。

この度、平針スイミングスクールオリジナル新指導システムを開発し、動画テキストを作成いたしました。

動画を繰り返しよく観ることで、練習効果がアップします。子ども達の観察力・イメージ力を伸ばします。

観て聴いて理解して、やってみることで体感し、自ら学習する力を育むシステムです。
●動画をよく観て予習する

▶泳ぎ方をイメージする

▶自分で繰り返しやってみる

●プールで実践する

●動画をよく観て復習する

▶泳ぎ方をイメージする

▶自分で繰り返しやってみる

●プールで実践する

６月日程
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

(6/2-29)

6/6(土)7(日)は本科練習を

行います 休館日 ひらばり

たろう

毎日検温体

調確認

入館時には

手の消毒 土足禁止
ギャラリー見学は無しで

送迎のみ

マスクを管理 貸出不可ソーシャルディスタンス 静かに

2020年6月からのお約束とお願い
行ってらっしゃい!

氏名 R2年　 　月　　　日(     )

平常時体温 　　　　　℃

●家族・周囲の人に風邪の症状がある

●関節の節々などが痛い

記入した内容に間違えありません。 検温時間  　　時　　　分

保護者サイン 体温 　　　　　℃

※少しでも風邪気味、疲れがある時は早期に休み、完治してから参加ください。

　はい　　・　　いいえ

●最近1ケ月間に家族含海外や国内感染拡大地域に移動した ある　　・　　ない

●感染関係者と濃厚接触をした ある　　・　　ない

　はい　　・　　いいえ●突発的な味覚臭覚の異常がある

●咳（せき） 　出る　　・　　出ない

●平熱より0.5℃以上高い   はい　　・　　いいえ

●鼻水・痰が出る   はい　　・　　いいえ

●循環器系・糖尿・免疫・血液系の持病がある   はい　　・　　いいえ

●鼻腔又は喉が痛い   はい　　・　　いいえ

●軟便・下痢・腹痛 ある　　・　　ない

●頭痛や疲れ、だるさがある   はい　　・　　いいえ

  　   はい　　・　　いいえ

タオルキャップをご利用ください。
フロントでも販売しておりますが手作り、伸縮性のあるタオルでもOkです。

帰宅時に被って帰れるものがお薦めです。

2020年6月練習分振替予約申込用紙　　

※ ※

※ ※

●振替は7月以降各クラス予約定員制です。

●お申込みが多数になる場合、状況を見ながら夏休みに特別振替日を設けます。

   特別振替日につきましては、7月10日以降事前にホームページでご案内いたします。

   お電話でご予約ください。

●振替当日、この用紙の太枠内を予め記入の上、フロントにご提出ください。 　　　　　平針スイミングスクール
●振替期限　2022年3月末 　　　　　TEL (052)-801-7170

備　　考

2020年6月練習分

氏名
おなまえ

　　　曜日　　　時　　　分～（　　　　　）

受付日 　　　　月　　　　日　　　（　　　　　）　受付 処理

振替日の
曜日・時間    月

がつ

　  　　日
にち

    　　曜日
ようび

　  　　時
じ

　　　分
ふん

～

会員
かいいん

番号
ばんごう

いつもの曜日
ようび

・時間
じかん

（コース） ｸﾗｽ（級
きゅう

） 通常ｺｰﾁ 振替ｺｰﾁ

親子コース(日曜日)について
6月・7月・8月・9月はお子様のみの参加になります。従いまして、月会費はお子様の分のみになります。



 

☎052-801-7170

平熱より0.5℃高い場合は念のためお休みしてください。

２・３才児スイミングクラス在籍の保護者の皆様へ

練習再開についてのお知らせ
緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ気を緩めず感染予防を第一にして再開いたします。

以下の参加方法と右の「2020年6月からのお約束とお願い」をご確認いただき、ご協力をお願いいたします。

6月は1人で参加できる年少以上の方からご参加ください。
年少以上の皆さんは、以下の参加方法をご覧になり、参加ご希望の有無をお電話にてご連絡ください。
2・3歳児の練習再開詳細及び7月～の練習につきましては、6月25日頃ホームページにて

お知らせいたします。今しばらくお待ちください。

●練習参加方法について
6月は隔週で、クラス毎の分散参加になります。上の表をご確認の上ご参加ください。

2回分は、7月以降振替にてご参加ください。(予約定員制 同封の専用振替用紙をご利用ください)

似顔絵も描いて再開した時持ってきてくださいね(^^♪

ホームページ会員専用ページに4月28日アップした

スタッフからのメッセージにコーチたちの顔が掲載されていますよ!

保護者の皆様へ 感染予防対策につきまして、以下の内容を必ずご確認ください。
●お家で水着に着替えてきてください(帰宅時の下着は忘れずにお持たせください)

●用品の貸出は出来ませんので、忘れ物が無いようお願いいたします。

●マスク着用をお願いします。練習中はファスナー付ビニール袋(記名)にマスクを入れてください。

持ち物の自己管理が出来る様にお家で練習してください。

●汗や汚れがある場合は、お家でシャワーを浴びてきてください。

●保護者の方の見学はお控えください。

●小さなお子様は、着替まで付添いお願いします。付き添う保護者の方も、マスク着用・健康チェックと検温をお願いいたします。

やむを得ずプールサイド迄付き添いが必要な場合は、素足でフェイスシールド(300円税込販売)を付けてお入りください。

●お家を出る前に、うがい手洗いをしっかりしましょう。(プールからの帰宅後も同様です。)

●ご自宅で検温、体調管理チェックリストに記入して必ずお持ちください。

●受付と体調チェックは外階段下の屋外で行い、手の消毒も行います。

●入場は階段途中の2階と3階の二つに分散します。スタッフが誘導して直接プールサイドに行きます。

●スイムキャップ・ゴーグル・水着・タオルは、洗剤でよく洗ってからご着用ください。

●全館土足禁止にいたします。

●館内は、常時各箇所次亜塩素酸水での空間除菌をいたします。

●毎時間、設備(床・ドア・ロッカー・椅子・トイレ・その他備品)を次亜塩素酸消毒液で消毒いたします。

●館内は窓を開け常時換気、プールは室内の湿度・温度・塩素濃度を計測しながら常時換気いたします。

●スタッフ全員毎日体調チェックリストを提出。家族とも健康であることを確認してから出勤。体調を万全にいたします。

毎回必ず、受付で体調管理

チェックリストをご提出ください。
レッスン当日の体調については、保護者責任の下、

ご自宅を出る前にチェックしてください。

この健康チェックリストが無 い方は練習にご参加いただ

けませんので、お忘れの無い様お願いいたします。

お子様だけで来られる方は特にご注意ください。

保護者の方にお子様の体調確認のためお電話で

確認させていただくことも有りますのでご協力ください。

該当する項目が1つでもある場合は、 本日のレッスンを

お休みしてください。

振替は2022年3月末まで可能です。

バスタオルは、シャワー後使用します。
必ず大きく名前を書いて自分のタオルが直ぐに

分かる様にしてください。巻きタオルも便利です。

ひらばり

たろう

毎日検温体

調確認

入館時には手

の消毒

館内は

土足禁止
ギャラリー見学は無しで

送迎のみ

マスクを管理 貸出不可ソーシャルディスタンス 静かに

2020年6月からのお約束とお願い

氏名 R2年　 　月　　　日(     )

平常時体温 　　　　　℃

●家族・周囲の人に風邪の症状がある

●関節の節々などが痛い

記入した内容に間違えありません。 検温時間  　　時　　　分

保護者サイン 体温 　　　　　℃

※少しでも風邪気味、疲れがある時は早期に休み、完治してから参加ください。

　はい　　・　　いいえ

●最近1ケ月間に家族含海外や国内感染拡大地域に移動した ある　　・　　ない

●感染関係者と濃厚接触をした ある　　・　　ない

　はい　　・　　いいえ●突発的な味覚臭覚の異常がある

●咳（せき） 　出る　　・　　出ない

●平熱より0.5℃以上高い   はい　　・　　いいえ

●鼻水・痰が出る   はい　　・　　いいえ

●循環器系・糖尿・免疫・血液系の持病がある   はい　　・　　いいえ

●鼻腔又は喉が痛い   はい　　・　　いいえ

●軟便・下痢・腹痛 ある　　・　　ない

●頭痛や疲れ、だるさがある   はい　　・　　いいえ

  　   はい　　・　　いいえ

タオルキャップをご利用ください。
フロントでも販売しておりますが手作り、伸縮性のあるタオルでもOkです。

帰宅時に被って帰れるものがお薦めです。

６月日程
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

(6/2-29)

6/6(土)7(日)は

本科練習を行います

お休みの期間マミィクラブ公式LINEで絵本の読み聞かせや、おうち

でできる体操を定期的に配信しています。下のQRコードから登録し

てご覧ください。

●進級テストについて
6月～9月は、練習の中で進級基準に達した場合、コーチ推薦で進級になります。

●親子コースについて
6月・7月・8月・9月はお子様のみの参加になります。従いまして、月会費はお子様の分のみになります。

●月会費について
●3月▶徴収させてたいただいた施設管理費…6月月会費の一部に充当させていただくため無し

●4月▶徴収させていただいた年度更新料…新年度書類作成・2020年度の施設管理費

●5月▶会費徴収は無し

●6月▶6月月会費から3月施設管理費1,100円を差し引かせていただきます(6月12日(金)引落)

赤ちゃん・2・3歳児は練習が有りませんので6月の月会費はいただきません。

2020年6月練習分振替予約申込用紙　　

※ ※

※ ※

●振替は7月以降各クラス予約定員制です。

●お申込みが多数になる場合、状況を見ながら夏休みに特別振替日を設けます。

   特別振替日につきましては、7月10日以降事前にホームページでご案内いたします。

   お電話でご予約ください。

●振替当日、この用紙の太枠内を予め記入の上、フロントにご提出ください。 　　　　　平針スイミングスクール
●振替期限　2022年3月末 　　　　　TEL (052)-801-7170

備　　考

2020年6月練習分

氏名
おなまえ

　　　曜日　　　時　　　分～（　　　　　）

受付日 　　　　月　　　　日　　　（　　　　　）　受付 処理

振替日の
曜日・時間    月

がつ

　  　　日
にち

    　　曜日
ようび

　  　　時
じ

　　　分
ふん

～

会員
かいいん

番号
ばんごう

いつもの曜日
ようび

・時間
じかん

（コース） ｸﾗｽ（級
きゅう

） 通常ｺｰﾁ 振替ｺｰﾁ

マミィクラブ公式LINEはこちらから👉

6月7月は久しぶりの練習ですから、水に親しみ楽しむことからスタートします。8月から14級～12級のクラスに移行します(Jの方はAJに、JAの方はAに

コースが変わります。新年度にお渡ししたコース表をご確認ください) 6月の初回練習日に、14級～12級のワッペンと予習のための動画テキストを差し上げま

すので、親子で入門初心者クラスの練習内容を共有したり、水泳帽にワッペンを付けたり、楽しみに準備を始めてください。

 J14:15～15:15
※土12:00～13:00

第1週目 6月2日(火)～ ８日(月)

第2週目 6月９日(火)～15日(月)

第3週目 6月16日(火)～22日(月)

第4週目 6月23日(火)～29日(月)

ヒヨコ・カニ・アヒル

カメ・サカナ・イルカ

年少以上

ヒヨコ・カニ・アヒル

ヒヨコ・カニ・アヒル
６月

カメ・サカナ・イルカ

カメ・サカナ・イルカ

2・3歳児スイミングコース練習日程 JA15:00～16:00 年少以上 

ヒヨコ・カニ・アヒル

カメ・サカナ・イルカ


