
1111 水水水水
2222 木木木木
3333 金金金金 　 休校日 　 休校日 　 休校日 　 休校日 文化の日文化の日文化の日文化の日 1111 金金金金
4444 土土土土 2222 土土土土 1111 月月月月 　 冬季休校日　 冬季休校日　 冬季休校日　 冬季休校日

5555 日日日日 3333 日日日日 2222 火火火火 　 冬季休校日　 冬季休校日　 冬季休校日　 冬季休校日

6666 月月月月 4444 月月月月 3333 水水水水 　 冬季休校日　 冬季休校日　 冬季休校日　 冬季休校日

7777 火火火火 5555 火火火火 4444 木木木木
8888 水水水水 11月分授業料振替日 6666 水水水水 5555 金金金金
9999 木木木木 7777 木木木木 6666 土土土土
10101010 金金金金 8888 金金金金 12月分授業料振替日 7777 日日日日
11111111 土土土土 9999 土土土土 8888 月月月月 成人の日　※通常営業致します　※通常営業致します　※通常営業致します　※通常営業致します 1111 木木木木
12121212 日日日日 10101010 日日日日 校内記録会と泳力検定会 9999 火火火火 1月分授業料振替日 2222 金金金金
13131313 月月月月 11111111 月月月月 10101010 水水水水 3333 土土土土
14141414 火火火火 11月休校手続締切日 12121212 火火火火 11111111 木木木木 4444 日日日日
15151515 水水水水 13131313 水水水水 12121212 金金金金 5555 月月月月
16161616 木木木木 　　※　　※　　※　　※ 14141414 木木木木 12月休校手続締切日 13131313 土土土土 6666 火火火火
17171717 金金金金 15151515 金金金金 14141414 日日日日 1111月休校手続締切日 7777 水水水水
18181818 土土土土 16161616 土土土土 　　※　　※　　※　　※ 15151515 月月月月 8888 木木木木 2月分授業料振替日

19191919 日日日日 17171717 日日日日 16161616 火火火火 9999 金金金金
20202020 月月月月 18181818 月月月月 17171717 水水水水 10101010 土土土土
21212121 火火火火 19191919 火火火火 18181818 木木木木 11111111 日日日日 　 休校日 　 休校日 　 休校日 　 休校日 建国記念の日建国記念の日建国記念の日建国記念の日

22222222 水水水水 20202020 水水水水 19191919 金金金金 12121212 月月月月 ※通常授業を行います

23232323 木木木木 　 休校日 　 休校日 　 休校日 　 休校日 勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日 21212121 木木木木 20202020 土土土土 13131313 火火火火
24242424 金金金金 　　　　　　　　 22222222 金金金金 21212121 日日日日 14141414 水水水水 2月休校手続締切日

25252525 土土土土 23232323 土土土土 　 休校日 　 休校日 　 休校日 　 休校日 天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日 22222222 月月月月 15151515 木木木木
26262626 日日日日 24242424 日日日日 23232323 火火火火 16161616 金金金金
27272727 月月月月 25252525 月月月月 24242424 水水水水 17171717 土土土土
28282828 火火火火 変更･退校手続き締切日 26262626 火火火火 25252525 木木木木 18181818 日日日日
29292929 水水水水 27272727 水水水水 26262626 金金金金 19191919 月月月月
30303030 木木木木 28282828 木木木木 変更･退校手続き締切日 27272727 土土土土 20202020 火火火火

29292929 金金金金 28282828 日日日日 変更･退校手続き締切日 21212121 水水水水
30303030 土土土土 29292929 月月月月 22222222 木木木木
31313131 日日日日 30303030 火火火火 23232323 金金金金

31313131 水水水水 24242424 土土土土
25252525 日日日日
26262626 月月月月
27272727 火火火火
28282828 水水水水 変更･退校手続き締切日

はジュニアクラス進級テスト日です

11 Nov11 Nov11 Nov11 Nov　霜月

12 Dec12 Dec12 Dec12 Dec　　　　師走
1 Jun1 Jun1 Jun1 Jun　　　　睦月

2 Feb2 Feb2 Feb2 Feb　　　　如月

5週目の休校日

5週目の休校日

5週目の休校日

はジュニアクラス進級テスト日です

はジュニアクラス進級テスト日です

はジュニアクラス進級テスト日です

昭島市田中町600 ℡042-544-1861
受付時間(月)〜(土)10:00〜18:00

(日) 9:30〜13:30
●該当するベビー・幼児・ジュニアクラスの皆様は

“スクール休校分”として振替授業をご利用下さい

前月前月前月前月1111日より予約受付開始日より予約受付開始日より予約受付開始日より予約受付開始

〇体調不良や都合による欠席については

“自己都合分”として振替授業をご利用頂けます

〇〇〇〇欠席日の翌日から欠席日の翌日から欠席日の翌日から欠席日の翌日から受付受付受付受付開始開始開始開始

週1回クラス→月1回の欠席分

週2回クラス→月2回の欠席分

週3回クラス→月3回の欠席分

振替利⽤期間：⽋席⽇の翌々⽇より2ヶ月間
25〜6級はテスト⽇不可

振替利⽤期間：該当月の1⽇より3ヶ月間
25〜6級はテスト⽇不可

印は祝日の休校日です印は祝日の休校日です印は祝日の休校日です印は祝日の休校日です

◎曜⽇・時間・週回数などを変更する際は前月28⽇迄に
店頭にてクラス変更⼿続きをおとり下さい。
(会員証と変更⼿数料¥300が必要です)

◎１か月の授業を全て⽋席する際は該当月の14⽇の
営業時間内に休校⼿続きをおとり下さい。14⽇が
休業⽇の場合は前営業⽇迄（電話可）
授業料が休校料￥2160に替わります

◎当スクールをお辞めになる際は前月28⽇迄に
退校⼿続きをおとり下さい。29⽇以降は翌月末付けでの
退校扱いとなります(例:1月からの退校は12/28迄)
⼿続き締切⽇についてはカレンダーにてご確認下さい。

特習・大人(スイム･アクア)のフリーチョイス制クラスは

1日～28日の間で登録回数分の授業をご利用下さい

冬季休校日

1/1(月)～3(水)

該当する

ベビー・幼児・ジュニアクラスの

皆様は祝日休校分として

振替授業をご利用下さい

校内記録会と泳力検定会

12/10(日)

17級から参加できる校内記録会

5級から受検できる泳力検定会を

行います

日頃の成果を試してみよう!

※23日が祝日休校の為

(土)クラスの

進級テストは

3週目に実施します

※23日が祝日休校の為

(木)クラスの

進級テストは

3週目に実施します

※振替授業は予約制です
店頭または電話にて

〇振替希望日の前営業日迄にお申し込み下さい。
各級の定員に達した場合はお断りする場合もあります

〇予約申込には会員番号が必要です。
会員証をご⽤意の上、お申し込み下さい

〇振替予約⽇の変更・キャンセルは
予約⽇前営業⽇迄にご連絡を下さい。

当日は欠席扱いとなり、再振替は出来ません。

ご確認下さい

1/8(月)は

通常授業を行います

“イトマンで水泳を始めようかな”と

考えているお友達やご家族がいましたら

是非ご紹介下さい。

冬休みに特別教室を開催します。

詳細は別紙でもご案内します!

ご確認下さい

1/8(月)は

通常授業を行います


