
　　　2016年度夏休み短期講習会

クラスクラスクラスクラス名名名名 対象対象対象対象

集合時間集合時間集合時間集合時間

(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)

レッスンレッスンレッスンレッスン

終了時間終了時間終了時間終了時間

費用費用費用費用

①小学生水泳 小1～小6 8:45 10:00

②幼児・小学生水泳 年少～小6 9:45 11:00

③幼児水泳 年少～年長 10:45 12:00

④幼児水泳 年少～年長 13:45 15:00

⑤幼児・小学生水泳 年少～小6 14:45 16:00

⑥クロールチャレンジ

一人で水に10秒間

浮くことができる

15:45 17:00 ¥11,880

＊⑦小学生テニス(5日間) 小1～小6 9:15 10:30 ¥9,180

¥10,800

　　　　【6　　　　【6　　　　【6　　　　【6日間日間日間日間】】】】

【1【1【1【1期期期期WebWebWebWeb申込期間申込期間申込期間申込期間】】】】

　　　　6/116/116/116/11(土)(土)(土)(土)0:00～0:00～0:00～0:00～

　　　　　　　7/16　　　　　　　7/16　　　　　　　7/16　　　　　　　7/16(土)(土)(土)(土)24:0024:0024:0024:00

7/24(日)7/24(日)7/24(日)7/24(日)～7/29(～7/29(～7/29(～7/29(金)金)金)金)

＊＊＊＊⑦⑦⑦⑦小学生小学生小学生小学生テニスのみ5テニスのみ5テニスのみ5テニスのみ5日間日間日間日間

　　　7/25(　　　7/25(　　　7/25(　　　7/25(月)月)月)月)～7/29(～7/29(～7/29(～7/29(金)金)金)金)

1111グループグループグループグループ7777名前後名前後名前後名前後！！！！おおおお子様子様子様子様のレベルにのレベルにのレベルにのレベルに応応応応じてじてじてじて、、、、

クロール・クロール・クロール・クロール・平泳平泳平泳平泳ぎがぎがぎがぎが泳泳泳泳げるようにげるようにげるようにげるように練習練習練習練習していきますしていきますしていきますしていきます。。。。学校学校学校学校

＊⑦小学生テニス(5日間) 小1～小6 9:15 10:30 ¥9,180

クラスクラスクラスクラス名名名名 対象対象対象対象

集合時間集合時間集合時間集合時間

(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)

レッスンレッスンレッスンレッスン

終了時間終了時間終了時間終了時間

費用費用費用費用

①小学生水泳 小1～小6 8:45 10:00

②幼児・小学生水泳 年少～小6 9:45 11:00

③幼児水泳 年少～年長 10:45 12:00

④幼児・小学生水泳 年少～小6 13:45 15:00

⑤小学生水泳 小1～小6 14:45 16:00

⑥平泳ぎチャレンジ！

息なしクロール

10ｍ以上泳げる

15:45 17:00 ¥10,260

⑦小学生テニス 小1～小6 9:15 10:30 ¥9,180

クラスクラスクラスクラス名名名名 対象対象対象対象

集合時間集合時間集合時間集合時間

(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)

レッスンレッスンレッスンレッスン

終了時間終了時間終了時間終了時間

費用費用費用費用

①小学生水泳 小1～小6 8:45 10:00

②幼児・小学生水泳 9:45 11:00

　　　 【5　　　 【5　　　 【5　　　 【5日間日間日間日間】】】】

¥9,180

¥9,180

　【5　【5　【5　【5日間日間日間日間】】】】

　　　　　　　7/16　　　　　　　7/16　　　　　　　7/16　　　　　　　7/16(土)(土)(土)(土)24:0024:0024:0024:00

8/1(月)8/1(月)8/1(月)8/1(月)～8/5(～8/5(～8/5(～8/5(金)金)金)金)

【2【2【2【2期期期期WebWebWebWeb申込期間申込期間申込期間申込期間】】】】

　　　　6/186/186/186/18(土)(土)(土)(土)0:00～0:00～0:00～0:00～

　　　　　　　　7/23　　　　　　　　7/23　　　　　　　　7/23　　　　　　　　7/23(土)(土)(土)(土)24:0024:0024:0024:00

クロール・クロール・クロール・クロール・平泳平泳平泳平泳ぎがぎがぎがぎが泳泳泳泳げるようにげるようにげるようにげるように練習練習練習練習していきますしていきますしていきますしていきます。。。。学校学校学校学校

水泳水泳水泳水泳にににに向向向向けてけてけてけて練習練習練習練習してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか？？？？

※※※※ワッペンテストはワッペンテストはワッペンテストはワッペンテストは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。

定員定員定員定員20202020名名名名！！！！1111人人人人のののの指導員指導員指導員指導員につきにつきにつきにつき5555名程度名程度名程度名程度のののの少人数少人数少人数少人数でのレッでのレッでのレッでのレッ

スンをスンをスンをスンを行行行行いますいますいますいます！！！！

★★★★最終日最終日最終日最終日にワッペンテストにワッペンテストにワッペンテストにワッペンテスト((((泳力泳力泳力泳力テストテストテストテスト))))をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

【【【【対象対象対象対象】】】】 幼児特別幼児特別幼児特別幼児特別：：：：初心者初心者初心者初心者からけのびのからけのびのからけのびのからけのびの練習程度練習程度練習程度練習程度までまでまでまで

＊＊＊＊ワッペンテストワッペンテストワッペンテストワッペンテスト｢｢｢｢くらげくらげくらげくらげ」」」」までまでまでまで実施実施実施実施

小学生特別小学生特別小学生特別小学生特別：：：：初心者初心者初心者初心者からからからからクロール・クロール・クロール・クロール・背泳背泳背泳背泳ぎぎぎぎ25252525ｍｍｍｍ

完泳完泳完泳完泳をををを目指目指目指目指すすすす練習練習練習練習までまでまでまで

＊＊＊＊ワッペンテストワッペンテストワッペンテストワッペンテスト「「「「ふぐふぐふぐふぐ」」」」までまでまでまで実施実施実施実施

クラスはクラスはクラスはクラスは対象対象対象対象とととと時間時間時間時間でおでおでおでお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。

クラスクラスクラスクラス構成構成構成構成はレベルはレベルはレベルはレベル別別別別ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

各各各各クラスでレベルクラスでレベルクラスでレベルクラスでレベル別別別別のグループにのグループにのグループにのグループに

分分分分かれかれかれかれ練習練習練習練習しますしますしますします。。。。

★★★★最終日最終日最終日最終日にワッペンテストにワッペンテストにワッペンテストにワッペンテスト((((泳力泳力泳力泳力テストテストテストテスト))))

をををを行行行行ないますないますないますないます。。。。

②幼児・小学生水泳 年少～小6 9:45 11:00

③幼児水泳 年少～年長 10:45 12:00

④幼児特別水泳

年少～年長

(1ページ目を参照)

13:45 15:00 ¥10,800

⑤幼児・小学生水泳 年少～小6 14:45 16:00 ¥9,180

⑥平泳ぎチャレンジ！

息なしクロール

10ｍ以上泳げる

15:45 17:00 ¥10,260

⑦幼児体操 年少～年長 14:00 15:30

⑧小学生体操 小1～小6 16:00 17:30

⑨小学生テニス 小1～小6 9:15 10:30

　　　 　　　 　　　 　　　 
クラスクラスクラスクラス名名名名 対象対象対象対象

集合時間集合時間集合時間集合時間

(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)

レッスンレッスンレッスンレッスン

終了時間終了時間終了時間終了時間

費用費用費用費用

①小学生水泳 小1～小6 8:45 10:00

②幼児・小学生水泳 年少～小6 9:45 11:00 ¥8,100

¥9,180

【3【3【3【3期期期期WebWebWebWeb申込期間申込期間申込期間申込期間】】】】

　　　　6/256/256/256/25(土)(土)(土)(土)0:00～0:00～0:00～0:00～

　　　　　　　　8/6　　　　　　　　8/6　　　　　　　　8/6　　　　　　　　8/6(土)(土)(土)(土)24:0024:0024:0024:00

【4【4【4【4日間日間日間日間】】】】①②③①②③①②③①②③

8/15(月)8/15(月)8/15(月)8/15(月)～8/19(～8/19(～8/19(～8/19(金)金)金)金)

¥9,180

「「「「くらげくらげくらげくらげ」「」「」「」「たつのおとしごたつのおとしごたつのおとしごたつのおとしご」「」「」「」「ふぐふぐふぐふぐ」」」」ワッペンをワッペンをワッペンをワッペンを持持持持っっっっ

ているおているおているおているお子様限定子様限定子様限定子様限定のクラスをのクラスをのクラスをのクラスを開講開講開講開講しますしますしますします。。。。同等同等同等同等のレベルのレベルのレベルのレベル

のおのおのおのお子様同士子様同士子様同士子様同士でででで少人数少人数少人数少人数のグループをつくりのグループをつくりのグループをつくりのグループをつくり、、、、集中的集中的集中的集中的にににに泳泳泳泳

ぎますぎますぎますぎます。。。。苦手苦手苦手苦手やつまづきからステップアップできるようやつまづきからステップアップできるようやつまづきからステップアップできるようやつまづきからステップアップできるよう

にににに練習練習練習練習しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！

****初初初初めてのおめてのおめてのおめてのお子様子様子様子様はははは参加参加参加参加できませんできませんできませんできません。。。。

初心者初心者初心者初心者からからからから経験者経験者経験者経験者までレベルにまでレベルにまでレベルにまでレベルに応応応応じてじてじてじて楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら

レッスンレッスンレッスンレッスン♪♪♪♪初初初初めてのめてのめてのめての方方方方もおもおもおもお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。

ラケットラケットラケットラケット無料無料無料無料レンタルありレンタルありレンタルありレンタルあり! ! ! ! 

⇒⇒⇒⇒雨天時雨天時雨天時雨天時：：：：室内室内室内室内でででで練習練習練習練習

((((室内履室内履室内履室内履きをごきをごきをごきをご用意用意用意用意くださいくださいくださいください))))

②幼児・小学生水泳 年少～小6 9:45 11:00

③幼児水泳 年少～年長 10:45 12:00

④幼児特別水泳

年少～年長

(1ページ目を参照)

15:15 16:30

⑤小学生特別水泳

小1～小6

(1ページ目を参照)

16:15 17:30

【4期Web申込期間】7/2(土)0:00～8/13(土)24:00

クラスクラスクラスクラス名名名名 対象対象対象対象

集合時間集合時間集合時間集合時間

(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)(チェックイン)

レッスンレッスンレッスンレッスン

終了時間終了時間終了時間終了時間

費用費用費用費用

①幼児水泳 年少～年長 15:15 16:30

8/29(月)8/29(月)8/29(月)8/29(月)～9/2(～9/2(～9/2(～9/2(金)金)金)金)　　　　 ②幼児・小学生水泳 年少～小6 16:15 17:30

③ステップアップ水泳

くらげ・たつ・ふぐ

ワッペン所持者

17:15 18:30 ¥10,800

【5【5【5【5日間日間日間日間】】】】④⑤④⑤④⑤④⑤

　8/21(　8/21(　8/21(　8/21(日)日)日)日)～8/25(～8/25(～8/25(～8/25(木)木)木)木)

¥8,100

¥10,800

　　　 【5　　　 【5　　　 【5　　　 【5日間日間日間日間】】】】

¥9,180

＊4期は①小学生水泳･②幼児小学生水泳･③幼児水泳は8/21(日)～24(水)の4日間の開催、④幼児特別水泳・⑤小学生特別水泳は8/21(日)～25(木)の5日間の開催となります。

【4【4【4【4日間日間日間日間】】】】①②③①②③①②③①②③

　8/21(　8/21(　8/21(　8/21(日)日)日)日)～8/24(～8/24(～8/24(～8/24(水)水)水)水)

★★★★幼児体操幼児体操幼児体操幼児体操

音楽音楽音楽音楽をかけてのリズムをかけてのリズムをかけてのリズムをかけてのリズム体操体操体操体操やややや

全身運動遊全身運動遊全身運動遊全身運動遊びびびび((((かけっこやサーキットかけっこやサーキットかけっこやサーキットかけっこやサーキット運動運動運動運動))))、、、、鉄棒鉄棒鉄棒鉄棒・・・・

とびとびとびとび箱箱箱箱・マットでは・マットでは・マットでは・マットでは少人数少人数少人数少人数グループにグループにグループにグループに分分分分かれてかれてかれてかれて

サーキットサーキットサーキットサーキット形式形式形式形式でででで楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら行行行行いますいますいますいます。。。。

★★★★小学生体操小学生体操小学生体操小学生体操

レベルにレベルにレベルにレベルに合合合合わせてわせてわせてわせて少人数少人数少人数少人数のグループのグループのグループのグループ練習練習練習練習をををを中心中心中心中心にににに行行行行

いますいますいますいます。。。。基本動作基本動作基本動作基本動作のののの練習練習練習練習からからからから（（（（マットマットマットマット運動運動運動運動もももも含含含含むむむむ）、）、）、）、

鉄棒鉄棒鉄棒鉄棒はははは逆上逆上逆上逆上がりからがりからがりからがりから空中技空中技空中技空中技、、、、とびとびとびとび箱箱箱箱はははは開脚開脚開脚開脚とびからとびからとびからとびから

転回転回転回転回までまでまでまで挑戦挑戦挑戦挑戦していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

【5期Web受付期間】7/9(土)0:00～8/20(土)24:00

＊中学生のお申込みはお問い合わせください。

　　　　　　　　　表示価格は本体価格+消費税率8％の総額です。



Webオンライン予約システムより

2012012012016666 年度年度年度年度夏夏夏夏短期講習会集中短期講習会集中短期講習会集中短期講習会集中

集中集中集中集中レッスンレッスンレッスンレッスン 1111 期期期期

集中集中集中集中レッスンレッスンレッスンレッスン 2222 期期期期

集中集中集中集中レッスンレッスンレッスンレッスン 3333 期期期期

集中集中集中集中レッスンレッスンレッスンレッスン 4444 期期期期

集中集中集中集中レッスンレッスンレッスンレッスン 5555 期期期期

 

 

WebWebWebWeb申込申込申込申込はまずはまずはまずはまず登録登録登録登録から・・・から・・・から・・・から・・・

●携帯電話・スマートフォンからのアクセス

●パソコンからはアクセス先 http://www.musa

 ＊登録したメールアドレスがログインユーザ

 ＊個人情報の登録を行なうと、メールアドレスを

   メール文面に従って登録の完了操作

  

⇒予約サイトでログインして申込みク

 ⇒水泳のレベル・お子様のお名前・

▼操作は、確認＞ → 予約を確定する

◆Ｗｅｂ申込期間内は予約の取り直しなど

 

 

<Web<Web<Web<Web申込期間締切後申込期間締切後申込期間締切後申込期間締切後のののの受付受付受付受付についてについてについてについて

Webオンライン予約システムの申込締切後

電話もしくは3Fウエルネスセンター

＊レッスン開始日の前日まで受付をいたします

 

 

 

 

 

 

■ 参加費のお支払いは各お申込

    

【【【【おおおお支払方法支払方法支払方法支払方法】】】】銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込みみみみ＊＊＊＊振込手数料振込手数料振込手数料振込手数料

※ 窓口では承れません

※ お子様の名前

  

■ ご入金確認後、参加にあたっての

必ず当日までにご提出ください。

 

振込先 三菱東京 UFJ 銀行 木場深川支店

集中集中集中集中レッスンレッスンレッスンレッスン申込申込申込申込

おおおお手続手続手続手続ききききにににについてついてついてついて

 

システムより先行受付をいたします

短期講習会集中短期講習会集中短期講習会集中短期講習会集中レッスンレッスンレッスンレッスンＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ申込申込申込申込

期期期期    ：：：：    6/11(6/11(6/11(6/11(土土土土))))００００時時時時    ～～～～    7/16(7/16(7/16(7/16(土土土土

期期期期    ：：：：    ６６６６/18(/18(/18(/18(土土土土)0)0)0)0 時時時時    ～～～～    7/23(7/23(7/23(7/23(土土土土

期期期期    ：：：：    6/25(6/25(6/25(6/25(土土土土))))００００時時時時    ～～～～    8/6(8/6(8/6(8/6(土土土土)24)24)24)24

期期期期    ：：：：    7/2(7/2(7/2(7/2(土土土土 ))))００００ 時時時時    ～～～～    ８８８８/13(/13(/13(/13(土土土土

期期期期    ：：：：    7/9(7/9(7/9(7/9(土土土土 )0)0)0)0 時時時時    ～～～～    8/20(8/20(8/20(8/20(土土土土

から・・・から・・・から・・・から・・・ 

・スマートフォンからのアクセス先 http://www.musa-web.net/k/tokyoymca/

http://www.musa-web.net/hp/tokyoymca/ 

したメールアドレスがログインユーザＩＤになります。   

メールアドレスを確認するために、登録の確認メールをお

完了操作を行います。登録の完了操作が終わるとログインが

みクラスをお選びください             

・生年月日を入力してください  

する＞をクリックして終了 → 確認確認確認確認メールのメールのメールのメールの受信受信受信受信

しなど操作自由です。  

についてについてについてについて>>>>    

申込締切後は翌営業日より 

ウエルネスセンター窓口にて承ります。 

をいたします。 

申込み期の Web 申込み期間内にお

振込手数料振込手数料振込手数料振込手数料ごごごご本人負担本人負担本人負担本人負担になりますになりますになりますになります。。。。 

れません。ご了承下さい。 

名前と『タンキ』とご入力ください。（例：トウヨウ 

にあたっての詳細・申込書を送付致します。申込書

。 

木場深川支店 （普） 0237679 公益財団法人東京

申込申込申込申込についてについてについてについて    

ついてついてついてついて    

をいたします。 

申込申込申込申込みみみみ期間期間期間期間    

土土土土)24)24)24)24 時時時時    

土土土土)24)24)24)24 時時時時    

)24)24)24)24 時時時時    

土土土土))))２４２４２４２４時時時時    

土土土土)24)24)24)24 時時時時    

web.net/k/tokyoymca/  

 

メールをお送りいたします。  

わるとログインが可能になります。  

               

受信受信受信受信をををを必必必必ずごずごずごずご確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。。。。     

にお支払いください。    

 タロウ タンキ）    

はご記入の上、 

公益財団法人東京ＹＭＣＡ 
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