
私たちのプールは室温・水温を一定に保ち一年中快適な温水です。

最優秀スイミングクラブ賞 受賞スクール

受付時間／10：00～21：30
※1週間以内にご来館の上「正式お申し込み」が必要です。「正式お申し込み」がない場合は無効とさせていただきます。
電話 予約OK!

（一社）日本スイミングクラブ協会

0256（73）3360㈹
FAX0256（73）3440
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アクシーMAKI 検索定員となっているコースもございますので
詳しくはお問い合わせください。

平日・土曜日 10：00～22：00
水曜日 …… 13：00～21：00
日曜日・祝日 10：00～18：00

スポーツクラブ（大人）………水曜日
スイミングスクール（こども） 日曜日

営業
時間 休館日

新潟市西蒲区巻甲3271-1
（こどもの医院おおば様向かい）

夏短期教室お申し込み方法

●ご来館の上、申込用紙に必要事項をご記入
　頂き、受講料を添えてお申し込みください。
●各クラスとも定員になり次第締め切ります。
●お申し込み後の変更はお断りいたします。

この夏、子どもたちの
笑顔が増える！！

水慣れ～4泳法を習得するコースです。
泳力に応じて班分けをし、楽しく練習します。

1期

期　　間 時　　間料金・対象

3歳～中学生

バス運行ルート（協力費864円）

7月23日㊊～㊊～7月27日㊎㊎
2期 7月30日㊊～㊊～8月 3 日㊎㊎
3期 8月 6 日㊊～㊊～8月10日㊎㊎ 7,500円

5日間

8:45～10：00

体操15分
指導60分

〈対象〉
　小学5年生以上
　クロール50m完泳者
〈時間〉
　8：45～10：001期 7月23日㊊～㊊～7月 27日㊎㊎

2期 7月30日㊊～㊊～8月 3 日㊎㊎ 7,500円5日間

スクール
バス利用OK

スクール
バス利用OK

スクール
バス利用OK

定員70名

定員20名
コース 学校のマラソン大会が不安というお子様にオススメ！

走り方のコツを楽しく指導します。
〈対象〉
　小学1年生～
　6年生
〈時間〉8：45～10：00

1期 7月23日㊊～㊊～7月 26日㊍㊍
2期 7月30日㊊～㊊～8月 2 日㊍㊍
3期 8月 6 日㊊～㊊～8月 9 日㊍㊍ 5,400円

4日間

定員10名コース

平日
16:15～17:45
17:15～18:45

土曜日
9:00～10:30
10:00～11:30
13:00～14:30
14:00～15:30
15:00～16:30

月曜日・木曜日・土曜日
11:30～12:30

幼少期の習い事No.1。水泳を通して脳神経系
の発達を促し、基礎体力向上も目指します。

〈3歳～小・中学生向け〉

4回 4,860円

赤ちゃんだって泳ぎたい！ベビーコースでは親子のス
キンシップはもちろん！赤ちゃんに合った泳ぎの習
得も目指します。お友達づくりにも最適です！！

〈生後6ヶ月～3歳〉スクール
バス利用OK

水泳大会に出るお子様にオススメ！！
とび込みやターン、速く泳ぐための練
習をします。

短期水泳教室短期水泳教室
コース

お試し1ヶ月コースこども
………………………………
………………………………

FAX （水曜日13：00～21：00、日曜日10：00～17：30）

●西川～みずき野～赤塚～越前浜
●吉田～弥彦～岩室～和納
●升潟～潟東～中之口～漆山

●西川～みずき野～赤塚～越前浜
●吉田～弥彦～岩室～和納
●寺泊～麓

1期

2期

3期

続けられるか不安な保護者へ！
まずは1ヶ月だけ！お試しで来てみませんか？

※表示されている料金は全て税込み価格です。

7・8月限定！！7・8月限定！！

おとな
…………
…………

身体や体力に不安はありませんか？。まずは運動習慣をつけて、健康生活を
スタート！！測定とカウンセリングを行い、その方に合ったメニューを作成し
指導します。8月31日までは8回施設およびレッスンがご利用いただけます。

〈お申込み期間〉8月11日土まで 5,000円8回

めざせ -3kg
8回コースフィットネス

〈日程〉①6月2日 ②6月9日 ③6月16日
〈時間〉16：45～17：45 5,400円3日間

毎年学校のプール授業が不安…そんなお子様に！！
今年こそ笑顔で夏を迎えませんか！？

学校水泳学校水泳学校水泳学校水泳 対策コース対策コース
定員20名

お申し込み方法 料金を添えてアクシーMAKIフロントにて
お申し込みください。

土曜3回
コース！！

絶賛受付中！！

スクール
バス利用OK バスマークの付いているコースでは送迎バスをご利用いただけます。（協力費1ヵ月864円）

週1回
月会費 7,020円
週2回
月会費 8,964円
◎週2回コースは曜日と時間の
　組合せが自由に選べます。
※管理諸費用270円が別途必要
　となります。

※管理諸費用270円が別途必要
　となります。
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習をします。
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お試し1ヶ月コースこども
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続けられるか不安な保護者へ！
まずは1ヶ月だけ！お試しで来てみませんか？7・8月限定！！7・8月限定！！

月曜日・金曜日
16:30～17:30

週1回
月会費 7,560円
週2回
月会費 9,720円

大好きな水遊びを中心とした練習
カリキュラムで、まずはお子様に水
の楽しさ、プールの楽しさを覚えて
いただくコースです。

〈3歳～未就学児〉

月曜日・木曜日・土曜日
11:30～12:30

4回 4,860円

赤ちゃんだって泳ぎたい！ベビーコースでは親子のス
キンシップはもちろん！赤ちゃんに合った泳ぎの習
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8月限定！！8月限定！！


