★特別体験教室受講のみなさまへ ★
＜日 程＞

①４/２５（日）
②４/２９（木・祝）
③５/１(土)
④５/２（日）
１３：００～１３：４５ １３：００～１３：４５ １１：３０～１２：１５ １３：００～１３：４５

ニスポ・スイムクラブ仙台南
０２２－７４３－５２０１

⑤５/３（月・祝）
⑥５/４（火・祝）
⑦５/５（水・祝）
⑧５/９（日）
１３：００～１３：４５ １３：００～１３：４５
９：００～ ９：４５ １１：３０～１２：１５
⑨５/１６（日）
⑩５/２３（日）
⑪６/６（日）
⑫６/１３（日）
１３：００～１３：４５
９：００～ ９：４５ １１：３０～１２：１５ １３：００～１３：４５

＜新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力ください＞
１． ニスポへ向かう前の体調チェック・検温で下記の症状やあてはまる場合は参加をご遠慮ください。
・発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味覚臭覚異常など体調不良時
・同居家族や身近な知人に感染及び感染が疑われる方がいる場合や過去14日以内に海外渡航歴、
また当該者に濃厚接触の可能性がある場合
※職場・学校・幼稚園・保育園等で陽性者発生により、通勤・通学・通園が停止されている期間も含みます。

２． 参加者は水着着用でのご来館（更衣室での滞在時間短縮のため）
３． 来館時、手指のアルコール消毒・検温（検温時37.5度以上の場合は入場をお断りする場合がございます）
４． 館内でのマスク着用、会話は極力控えてください。館内の滞在時間を極力短くしてください。

＜練習内容＞
水慣れからバタ足までの練習を行います。 ※参加者のレベルによっては「水慣れからもぐる」までになる場合があります。

＜当日の流れ＞
１． 練習が始まる15分くらい前を目安にクラブへお越し頂き、受付を済ませてください。
スタッフが更衣室へのご案内するまでは、ギャラリーにてお待ちください。
※ひとりで着替えができないお子様（幼児のお子様）は、必ず保護者様が更衣室までお付き添い願います。

２．
３．
４．
５．

使用できるロッカーを指定致しますので、スタッフの指示に従ってください。（ソーシャルディスタンス確保のため）
更衣室で水着に着替えたらシャワーを浴び、プールへ行きましょう。（スタッフが一緒に練習場所まで誘導します。）
練習は、申込時の泳力申告を基にクラス分けを行い、クラスごとに練習を進めます。
基本的には、水に慣れる・施設に慣れる・コーチに慣れることがテーマです。
（水深調節用の赤い台をプール内に沈め、その上で練習をしますので、小さなお子様でも安心です。）
練習後、あいさつをしたらシャワーを浴び、更衣室でお着替えください。（スタッフが更衣室まで付き添います。）
※ひとりで着替えができないお子様（幼児のお子様）は、必ず保護者様が更衣室へ迎え願います。

６． 「泳力認定証」 を担当コーチよりお渡し致しますので、ギャラリーにてお待ちください。お受け取り後、各自解散となります。

＜保護者の方へお願い＞
１． 来館時の付き添いは、最少人数（各家庭１名）でお願い致します。
２． 練習は、ギャラリーよりご見学ください。なお、ソーシャルディスタンス確保のため、座席数を制限しております。
場所取りはせず、ゆずりあってのご利用をお願い致します。
３． ニスポ建物前の敷地はスクールバス駐車場および駐輪場となっております。
敷地内の空いている場所をご利用ください。

＜当日の持ち物＞
水着、水泳用帽子、タオルなど

※スクール水着のような、動きやすい型の水着をおススメします。
※クラブにレンタルのご用意はございませんので、各自でご用意ください。

＜申込方法・参加費支払いについて＞
１． 申込方法は、以下３つよりお選び頂けます。
◆フロントでのお申込み
直接クラブフロントまでお越し頂いてお申し込みください。予めＨＰに掲載しております申込用紙をプリントアウトし、
必要事項をご記入の上、お越し頂きますとお手続きがスムーズになります。
◆ＦＡＸでのお申込み
ＨＰに掲載しております申込用紙をプリントアウトして頂く、または申込記載事項を参考に、必要事項を記入の上
ＦＡＸにてお申込みください。送信時にＦＡＸ番号をお間違えないようご注意ください。
お申込み確認後、こちらからご連絡させて頂きます。
ＦＡＸ番号：022-743-5203
◆メールでのお申込み
ＨＰに掲載しております申込用紙をダウンロードして頂く、または申込記載事項を参考に、必要事項を入力の上
メールにてお申込みください。またご記入の申込用紙を写真に撮って添付頂くことも可能です。
お申込み確認後、こちらからご連絡させて頂きます。
メールアドレス：nispo-sendaiminami@mbs.sphere.ne.jp

２． 支払方法は、以下２つよりお選び頂けます。
新型コロナ感染症対策のため、混雑および接触を極力少なくしたいと考えておりますので、お手数をおかけ致しますが、
指定口座への銀行振込でのお支払いを推奨致します。
【 体験前日までに、体験料1,100円(税込) のお支払いを完了願います。】
◆銀行振込にてお支払い

1）下記口座までお振込ください。
指定口座： 七十七銀行 西多賀支店（266）普通5318653 名義：ニスポ・スイムクラブ仙台南 代表 三島 繁俊
2）正確な入金確認を行うため、「受講コース名（丸数字）お子様のお名前」でお振込ください。 例：「２ ニスポタロウ」
※ご兄弟まとめてお振込いいただく場合、「受講コース名（アルファベット）お名前お名前」のようにできる限り連名での
記載にご協力ください。<注> 文字数制限がありますので絶対ではありません。 例：「２ ニスポタロウハナコ」

3) 振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。
4）振込明細書を領収書代わりとさせていただきますので、大切に保管願います。
◆フロントでお支払い
ご来館頂き、クラブフロントにて現金でのお支払いをお願い致します。釣銭がないようご準備ください。
※イベント参加をキャンセル、もしくは欠席される場合は、必ずお電話にてご連絡をお願い致します。

＜入会説明会＞
お子様の練習中に、ご入会後のことについてお話しさせて頂きます。
（進級基準／進級テスト／クラス編成／振替練習／スクールバスなど）
※ご不明な点やご質問があれば、お気軽にスタッフまでお声かけください。

＜入会特典＞ ※入会特典は、６ヶ月以上継続して頂く方に限らせて頂きます。
１．
２．
３．
４．

スイミング３点セットプレゼント（指定水着、キャップ、バッグ）
入会金 ０円
初回月会費 50%OFF
体験後３日以内のご入会手続きで、特別体験教室の参加費1,100円 をキャッシュバック！！
※キャッシュバック方法は、初回月会費の一部に充当させて頂きます。

☆ご不明な点やご質問などは、お気軽にスタッフへお尋ねください☆

申込日

2021 年

月

日

初心者対象「2021-GW 特別体験教室」参加申込書
参加ご希望の日程に ○印をつけてください。

※会員の方のお申込みはお受けできません。

①４/２５（日）
②４/２９（木・祝）
③５/１(土)
④５/２（日）
１３：００～１３：４５
１３：００～１３：４５
１１：３０～１２：１５
１３：００～１３：４５
⑤５/３（月・祝）
⑥５/４（火・祝）
⑦５/５（水・祝）
⑧５/９（日）
１３：００～１３：４５
１３：００～１３：４５
９：００～ ９：４５
１１：３０～１２：１５
⑨５/１６（日）
⑩５/２３（日）
⑪６/６（日）
⑫６/１３（日）
１３：００～１３：４５
９：００～ ９：４５
１１：３０～１２：１５
１３：００～１３：４５
「特別体験教室」 参加者は、水泳練習に参加可能な健康状態であるため申込みいたします。
フリガナ

お名前

男
・
女

幼稚園名/学校名

保護者名
印
才
生年月日

年長 ・ 年中 ・ 年少
未就学・
年生

西暦

年

月

住所 〒

電話番号

メールアドレス

イベント情報やお知らせなどのメルマガ配信

＠

□希望する

日

□希望しない

※下記のアンケートにご記入をお願いします。
【１】お子様の泳力についてお伺いします。 ※もっとも該当するものに☑をつけてください。
□水が恐い
□水に顔をつけられる
□頭までもぐれる
□何も持たずに浮いて立てる
□何も持たずにバタ足で進める
【２】以前に当クラブで短期教室やイベントに参加されたことはありますか。

いいえ ・ は い

※『はい』の方は下記の該当するものに☑をつけてください。

□ 短期水泳教室（ 西暦
年
□ 通常スクール体験（有料体験）
□ 特別体験教室（1回体験教室）

春 ・ GW ・ 夏 ・ 秋 ）
□ 夏祭り
□ その他 （

）

【３】何で 「特別体験教室」 をお知りになりましたか。 ※該当するものに☑をつけてください。
□ 新聞チラシ
□ 友人に聞いて
会員のお名前
□ ポスティングチラシ
□ 家族が通っている
□ HPを見て
□ 会員に誘われて
□ 建物・看板、館内ポスターを見て
【４】交通手段をお教えください。 ※該当するものに☑をつけてください。
□ 徒歩
□ 自転車
□ 自家用車 □ 路線バス
□ 電車
）
□ その他 （
【５】受講後のスクール入会のご意志をお教えください。 ※該当するものに☑をつけてください。
□ 入会する
□ 今回は入会しない
□
お子様と話し合う / 保護者様の送り迎えとの調整 / スクールバスの確認
幼稚園・学校等の時間割との調整
ほかの習い事との調整

/

/

他のスイミングとくらべたい

その他の理由：

【６】お申込みの最後に、「特別体験教室受講のみなさまへ」をお読みください。
（内容を確認いただけましたら、 ☑をつけてください。）

□ 「特別体験教室受講のみなさまへ」 の内容に同意の上、申込みをします。
ありがとうございました。尚、ご記入いただいた内容につきましてクラブから確認等のお電話やダイレクトメールを
差し上げる場合がありますので、予めご了承ください。

