
月 火 水 木 金 土 日 

休

館

日

 

※スケジュールは変更になる場合がございます。 

育成Ａコース 
18:30～20:00 

小・中学生

コース 
17:30～
18:30 

 
6才～15才 
6B～R級 

幼児・小学生Ｂコース 
16:30～17:30 

5才～10才 (小4) 
10B～1級 

幼児・小学生Ａコース 
15:30～16:30 

3才～8才 (小2） 
10B～2級 

2022年9月現在 

印刷の際は 

『フルページサイズのスライド』 

     ↓ 

『用紙に合わせて拡大/縮小』 

にチェックを入れて印刷してください。 

月会費の表は編集できます 

開講表は編集できます 

データに関するお問い合わせは 
『コミュニケーションチーム 前田』まで 

無理な加工は品質の低下を招きます。 
使用目的以外の使用（転用）はしないよう 
ご注意ください。 

表を作成するなど作業量が多いツールになりますので、
お取引先での制作をおすすめします。 

クラブ名編集できます 

◆乳幼児 （２才６カ月～４才未満） ５０分レッスン・体操・採暖含む 

・１人立ちをはかり、水と楽しく遊べるようにすることを目標とします。 
・顔つけまでを習得し、進級テストは実施しません。 

◆幼児・小学生A （３才～８才） ６０分レッスン・体操・採暖含む 

・水慣れからクロール・背泳ぎまでの基礎動作を楽しみながら習得します。 
・自主性・社会性・協調性を身につけます。 

◆幼児・小学生B （５～１０才） ６０分レッスン・体操・採暖含む 

・水慣れからクロール・背泳ぎ・平泳ぎまでをキックを主体に段階的に習得します。 
・自主性・社会性・協調性を身につけます。 

◆小中学生 （７～１５才） ６０分レッスン・体操・採暖含む 

・キックから４泳法習得・タイム級までをキックの強化を図りながら、ストロークを段階的に習得します。 
・自主性・社会性・協調性を身につけます。 

◆ああああああ （ああああああ） 

・ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 

コース概要が異なる場合には 
下記を打ちかえて使用してください。 

新進級基準表やコンセプトPOPに 
合わせたデザインです。 

育成Ｂ 
コース 

 
17:30～
18:30 

親子ベビーコース 
10:20～11:10 

6ヶ月～4才未満とその保護者様 

親子ベビーコース 
10:20～11:10 

6ヶ月～4才未満とその保護者様 

親子ベビーコース 
10:20～11:10 

6ヶ月～4才未満とその保護者様 

小・中学生コース 
17:30～18:30 

 
6才～15才 
6B～R級 

幼児・小学生Ｂコース 
16:30～17:30 

5才～10才 (小4) 
10B～1級 

幼児・小学生Ａコース 
15:30～16:30 

3才～8才 (小2） 
10B～2級 

育成Ａコース 
18:30～20:00 

小・中学生

コース 
17:30～
18:30 

 
6才～15才 
6B～R級 

幼児・小学生Ｂコース 
16:30～17:30 

5才～10才 (小4) 
10B～1級 

幼児・小学生Ａコース 
15:30～16:30 

3才～8才 (小2） 
10B～2級 

親子ベビーコース 
10:20～11:10 

6ヶ月～4才未満とその保護者様 

幼児・小学生Aコース 
10:00～11:00 
3才～8才 (小2) 

10B～2級 

幼児・小学生コース 
8:45～9:45 

3才～8才 (小2） 
10B～2級 

幼児・小学生Bコース 
12:30～13:30 

5才～10才 (小4) 
10B～1級 

小・中学生コース 
14:15～15:15 

6才～15才 
6B～R級 

育成Ｂ 
コース 

 
15:15～
16:15 

育成Ａ 
コース 

 
15:15～ 
16:45 

育成Ａ 
コース 

18:30～
20:00 

小・中学生コース 
17:30～18:30 

 
6才～15才 
6B～R級 

幼児・小学生Ｂコース 
16:30～17:30 

5才～10才 (小4) 
10B～1級 

幼児・小学生Ａコース 
15:30～16:30 

3才～8才 (小2） 
10B～2級 

育成B 
コース 

18:30～
19:30 

幼児コース 
14:45～15:30 

2才6ヵ月～6才 (未就学児） 
10B～6級 

幼児コース 
14:45～15:30 

2才6ヵ月～6才 (未就学児） 
10B～6級 

幼児コース 
14:45～15:30 

2才6ヵ月～6才 (未就学児） 
10B～6級 

スポーツクラブ ルネサンス 函館  TEL.0138-30-1311 

※スケジュールは変更になる場合がございます。 

親子ベビー 
週１回 ３，３００ 円/月 

ﾌﾘｰ   ３，８５０ 円/月 

幼児 週１回 ４，９５０ 円/月 

幼児・小学生 週１回 ７，９２０ 円/月 

     （５，７２０ 円） 

週２回 １０，１２０ 円/月 

     （７，９２０ 円） 
小・中学生 

育成養成 
火・水・木  

15:30～16:30 
 週３回 ７，３７０ 円/月 

育成・選手育成 
※コーチ推薦 

 フリー  ９，０２０ 円/月 

膝腰機能改善  週１回 ７，９２０ 円/ 月 

成人 

 週１回 ６，２７０ 円/ 月 
      （４，０７０ 円） 

 週２回 ８，４７０ 円/ 月 
      （６，２７０ 円） 

※料金は税込価格です。 

◆親子ベビー （６ヶ月～４才未満） 
・プールで親子のスキンシップを図ることで、お子様の心身の発達を促します。 
・保護者様との水遊びを通じて、お子様の水への順応性を引出します。 

５０分レッスン・体操含む 

◆幼児・小学生A （３才～８才） ６０分レッスン・体操・採暖含む 

・水慣れからクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライまでをキックを主体に段階的に習得します。 
・自主性・社会性・協調性を身につけます。 
 

◆幼児・小学生B （５才～１０才） ６０分レッスン・体操・採暖含む 

・水慣れからクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライまでをキックを主体に段階的に習得します。 
・自主性・社会性・協調性を身につけます。 

◆小・中学生 （６才～１５才） ６０分レッスン・体操・採暖含む 

・キックから４泳法習得・タイム級までをキックの強化を図りながら、腕のまわし方を段階的に習得します。 
・自主性・社会性・協調性を身につけます。 

・楽しく水とふれあいながら、水慣れからクロールの手回しまで段階的に習得します。 
・自主性・社会性・協調性を身につけます。 
・未就学児のお子様に合わせた練習の反復回数やレベルで実施します。 

◆育成A・B ※コーチ推薦 ６０分または９０分レッスン 

・基本的な水泳技術に磨きをかけ、さらなる競泳向上するお子様を育成します。 
・礼儀・挨拶、ルール・マナーにおいて他のお子様の模範となる行動ができるようにします。 

◆幼児 （２才６ヶ月～６才【未就学児】） ４５分レッスン・体操・採暖含む 

育成A・Bコース 
18:30～19:30 

育成B 
コース 

18:30～
19:30 

膝腰機能改善 

水中運動コース 
12:45～13:45 

成人コース 

(初級・中級・上級) 
12:45～13:45 

成人コース 

(初級・中級・上級) 
11:00～12:00 

成人コース 

(初中級) 
11:20～
12:20 

成人コース 

(初中級) 
19:30～20:30 

成人コース 

(初中級) 
21:00～22:00 

※（）内は重複割の料金です。 

幼児コース 
11:20～
12:05 

2才6ヵ月～6才  
(未就学児） 
10B～6級 


