
授業内短期も開催!!
7/1（金）～８/３１（水）

※木曜日・日曜日・８/5（金）・8/6（土）・８/15（月）・8/16（火）・8/17（水）は、休館日です。

チビッコ水あそび授業内体験
（30分間）

コース 日程 時間帯 料金 定員

M-17 7/1（金）～7/27（水）
2日間選択 1,760円

各クラス
1日につき
2名M-18 7/29（金）～8/31（水）

2日間選択対象 ●一般の2歳～6歳（小学生不可）
●ベビー(親子)クラスの生徒

2日間選択
（月・火・水・金）
14:45～15:15
（土曜日）
9:00～9:30
12:45～13:15

チビッコ水泳授業内体験
（45分間）

コース 日程 時間帯 料金 定員

S-17 7/1（金）～7/27（水）
2日間選択 2,200円

各クラス
1日につき
2名S-18 7/29（金）～8/31（水）

2日間選択対象 ●一般の3歳～6歳（小学生不可）
●チビッコ水あそびの生徒

2日間選択
（月・火・水・金）
15:15～16:00
（土曜日）
9:30～10:15
13:15～14:00

ベビー(親子)授業内体験
（45分間）

コース 日程 時間帯 料金 定員

O-17 7/1（金）～7/27（水）
2日間選択 2,200円

各クラス
1日につき
3組O-18 7/29（金）～8/31（水）

2日間選択対象 ●一般の幼児のお子様と保護者の方1名
2日間選択 (月・火・水・金・土）

11:40～12:25

ジュニア授業内体験
（60分間）

コース 日程 時間帯 料金 定員

J-17 7/1（金）～7/27（水）
2日間選択 2,915円

各クラス
1日につき
2名J-18 7/29（金）～8/31（水）

2日間選択対象 ●一般の小中学生
2日間選択

（月・火・水・金）
16:20～17:20
（土曜日）

10：30～11：30
14:20～15:20

大人体験パスポート コース 日程 時間帯 料金 定員

P 7/1（金）～8/31（水）迄の
期間中の営業日 1,760円 定員なし

対象 ●16歳以上の男女
3日間 大人営業時間内

大人クラス ● = レッスン　○ = フリーコース

［プール利用不可時間］  月・火・水・金 17:40～19:40　土 15:40～17:40

会員種別 月会費 利用可能日 利用可能時間

11:00～11:30

11:00～12:15

11:00～12:50

12:00～15:30

土金水火月

3,300円
4,950円
5,390円
5,555円
8,470円
6,930円
4,400円

スイム

充実

ナイト

スペシャル

フリー

リラックス（デイ）

ウォーキング ● ●● ●

●○ ●○●○ ●○

●○ ●○●○ ●○

●○ ●○●○ ●○

●○ ●○●○ ●○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○○ ○

月・火・水・金   19:40～21:40
　　 土          17:40～19:00
月・火・水・金   11:00～21:40
       土          10:00～19:00
月・火・水・金   11:00～21:40
       土          10:00～19:00

水中運動で健康を維持しよう！

マコトスイミング 学研CAIスクール×
スイミングと個別学習塾合わせるとお得がいっぱい!!

水慣れから本格的な4泳法指導まで

併用して通うと時間的に費用的（月会費割引あり）に大きなメリットがあります!
もちろん、それぞれ単体で機能していますのでそれぞれでも通えます。

学研CAIスクール
マコト双葉校夏季講習受付中!!

※表示金額は全て税込です。

ベビー
（親子）

チビッコ
水あそび

チビッコ
水泳

ジュニア
マスター

選手

スイミング 入会金 3,300円    年会費 2,200円
休会費 1,210円    進級テスト 440円

内　容

クラス

内　容

クラス

内　容

クラス

内　容

クラス

内　容

クラス

土  9:00～   /   12:45～

土  9:30～   /   13:15～

土 
10:30～/14:20～ （ジュニア）
15:40～ （ジュニア・マスター）

月会費   10,340円月会費   9,460円月会費   8,470円

（S3）
月・火・水・金  18:40～19:40
　 　土  　    16:40～17:40 

（S2）
月・火・水・金  18:40～20:10
　 　土  　    16:40～18:10 

（S1）
月・火・水・金  18:40～20:40
　 　土  　    16:40～18:40 

月会費

月会費

月会費 週1回
5,830円

週2回
6,820円

月会費

週2回 4,950円

週2回 4,070円

週3回 5,280円

週3回
7,700円

練習 45分

練習 30分

週2回 5,170円

練習 45分

練習 60分

週1回 4,400円

週1回 3,520円

週1回 4,400円

年長～高校生 対象

年長～小4 ➡ 60分～
小3～小6 ➡ 90分～
中学生～ ➡ 90分～

料金 6,600円/月～
8,800円/月～
11,000円/月～

算・国・理・社・英・オンライン英会話教科
授業時間カリキュラムは個別で設定します。

学研の個別指導学校の授業がよくわかる

水の中でお母さんと遊びながら身体の発育・発達を促進します。［対象 : 3歳未満のお子様と保護者1名］

月・火・水・金・土  11:40～

お母さんと離れて水の中で遊びながら身体の発育・発達を促進します。
プールデビューのお子様にお勧めです。［対象 : 2歳～6歳のお子様］

月・火・水・金 14：45～

月会費   7,700円

水の中で様々な「動き」を身に付け、「泳ぎ」へ無理なくステップアップしていきます。

［ジュニア］ 水慣れから4泳法（クロール・背泳ぎ・バタフライ・平泳ぎ）を習得し、水泳の基礎を身に付けます。
［マスター］ 4泳法の泳力向上・ターン等技術習得をし、記録会・地区大会出場を目標とします。
［対象 : 幼児～小・中学生のお子様］

水泳が生活の一部となるような習慣性が必要となってきます。競技としての水泳に取り組み地域大会からステップを踏み、
県大会、全国大会出場を目指していきます。お子様の人間形成のお手伝いをさせていただきます。 ［対象 : コーチ認定］

月・火・水・金 15:15～

月・火・水・金 
16:20～ （ジュニア）
17:40～ （ジュニア・マスター）

（S4）
月・火・水  17:40～18:40
　 土　    16:40～17:40 

0898-22-3888電話
番号

〒794-0056 愛媛県今治市南日吉町1丁目2-29 (受付時間)月・火・水・金 11:00～21:00 ⁄ 土 9:00～19:00 (休館日)毎週木・日曜日及び当クラブの指定休館日
マコト双葉 検索

ホームページでも
ご覧になれます。 ※表示金額は

　全て税込です。

https://gakken-juku.comhttps://gakken-juku.com 学研CAI〒794-0056 愛媛県今治市南日吉町1-2-2 マコトスイミングクラブ双葉２F

TEL0898-55-8669マコト双葉校


