
1 日日日日 1 水水水水 1 土土土土 1 月月月月

2 月月月月 2 木木木木 2 日日日日 2 火火火火

3 火火火火 3 金金金金 3 月月月月 3 水水水水

4 水水水水 4 土土土土 4 火火火火 4 木木木木

5 木木木木 5 日日日日 5 水水水水 5 金金金金

6 金金金金 6 月月月月 6 木木木木 6 土土土土

7 土土土土 7 火火火火 7 金金金金 7 日日日日

8 日日日日 8 水水水水 8月分授業料振替日 8 土土土土 8 月月月月 　 休校日　体育の日　　　　 休校日　体育の日　　　　 休校日　体育の日　　　　 休校日　体育の日　　　

9 月月月月 7月分授業料振替日 9 木木木木 9 日日日日 校内記録会と泳力検定会 9 火火火火 10月分授業料振替日

10 火火火火 10 金金金金 10 月月月月 9月分授業料振替日 10 水水水水

11 水水水水 11 土土土土 　 休校日　　山の日　 休校日　　山の日　 休校日　　山の日　 休校日　　山の日 11 火火火火 11 木木木木

12 木木木木 12 日日日日 ※8月休校手続締切日※8月休校手続締切日※8月休校手続締切日※8月休校手続締切日 12 水水水水 12 金金金金

13 金金金金 13 月月月月 　 夏季休校日　 夏季休校日　 夏季休校日　 夏季休校日 13 木木木木 13 土土土土

14 土土土土 7月休校手続締切日 14 火火火火 　 夏季休校日　 夏季休校日　 夏季休校日　 夏季休校日 14 金金金金 9月休校手続締切日 14 日日日日 10月休校手続締切日

15 日日日日 認定証授与式と泳法撮影会 15 水水水水 　 夏季休校日　 夏季休校日　 夏季休校日　 夏季休校日 15 土土土土 15 月月月月

16 月月月月 　 休校日　　海の日　 休校日　　海の日　 休校日　　海の日　 休校日　　海の日 16 木木木木 16 日日日日 　  ※　　  ※　　  ※　　  ※　認定証授与式と泳法撮影会 16 火火火火

17 火火火火 17 金金金金 17 月月月月 　 休校日　敬老の日　　　　 休校日　敬老の日　　　　 休校日　敬老の日　　　　 休校日　敬老の日　　　 17 水水水水

18 水水水水 18 土土土土 18 火火火火 18 木木木木

19 木木木木 19 日日日日 認定証授与式と泳法撮影会 19 水水水水 19 金金金金  

20 金金金金 20 月月月月 20 木木木木 20 土土土土

21 土土土土 21 火火火火 21 金金金金 21 日日日日 認定証授与式と泳法撮影会

22 日日日日 22 水水水水 22 土土土土 22 月月月月

23 月月月月 23 木木木木 23 日日日日 　 休校日   秋分の日　 休校日   秋分の日　 休校日   秋分の日　 休校日   秋分の日 23 火火火火

24 火火火火 24 金金金金 24 月月月月 24 水水水水

25 水水水水 25 土土土土 25 火火火火 25 木木木木

26 木木木木 26 日日日日 26 水水水水 26 金金金金

27 金金金金 27 月月月月 27 木木木木 27 土土土土

28 土土土土 翌月変更･退校手続締切日 28 火火火火 翌月変更･退校手続締切日 28 金金金金 翌月変更･退校手続締切日 28 日日日日 翌月変更･退校手続締切日

29 日日日日 29 水水水水 29 土土土土 29 月月月月

30 月月月月 30 木木木木 30 日日日日 30 火火火火
31 火火火火 31 金金金金 31 水水水水

５週目の休校日５週目の休校日５週目の休校日５週目の休校日

2018201820182018

5週目の休校日5週目の休校日5週目の休校日5週目の休校日 ５週目の休校日５週目の休校日５週目の休校日５週目の休校日

５週目の休校日５週目の休校日５週目の休校日５週目の休校日

7 jul 文月 8 aug　葉月 9 sep　長月 10 oct　神無月

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 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

●特習・成人(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

受付時間(月)〜(土)10:00〜18:00
(日) 9:30〜13:30

10/8(月)

イトマンマスターズ

年に一度のイトマン競技会です

もちろん公認の大会です！

出場者大募集！

初参加大歓迎!

夏季休校日

8/13(月)～15(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

※8※8※8※8月の休校手続き締切日は月の休校手続き締切日は月の休校手続き締切日は月の休校手続き締切日は

12(12(12(12(日日日日))))ですですですです

ジュニアクラスの初級・中級・上級を合格した皆さんへの認定証授与式と

各泳法を習得した皆さんが対象の泳法撮影会を毎月第3週目の日曜日に行っています。

対象者の皆様には進級テストの合格時にお知らせをお渡ししています。是非ご参加ください。

20級を合格した皆さんへの『ヘルパークラス修了証授与式』も毎月第1週目の日曜日に行っています!

校内記録会と泳力検定会

9/9(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!

●ベビー・幼児・ジュニアクラスは

“スクール休校分”として振替授業をご利用下さい

前月1日より受付開始

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

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

欠席日の翌日から受付開始となります

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1⽇より3ヶ月間
25〜6級はテスト⽇不可

印は祝日のスクール休校日です印は祝日のスクール休校日です印は祝日のスクール休校日です印は祝日のスクール休校日です

進級チャレンジ教室(申込制)

7/29(日)～31(火)

ジュニアクラス

3日間連続の集中練習で

目指すは合格！

7/1(日)より受付スタート

※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

◎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⽇迄に
休校⼿続きをおとり下さい。（電話可）
授業料が休校料￥2160に替わります
14⽇が休業⽇の場合は前営業⽇迄
(※8月休校は8/12迄)

◎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
⼿続き締切⽇についてはカレンダーにてご確認下さい。

ご確認下さい

8888月休校月休校月休校月休校の手続締切日は

12(12(12(12(日日日日))))です

※※※※14141414日が夏季日が夏季日が夏季日が夏季休校休校休校休校日日日日の為の為の為の為

※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。


