
＊乗車人数によりバス路線が変更となる場合がございます ＊参加者へは、別途くわしくご案内用紙をお渡しします

スキー スノーボード
＜最小催行人数 5名＞ジュニア エキスパート

4歳年中～小学生 ジュニア1級以上の小学生 小学生以上

＊初心者大歓迎！ または中学生以上 ＊初心者・初級者対象

12月28日（金）～ 30日（日）
コース記号▷ J1 E1

―
定員▷ 計 150名

1月4日（金）～ 6日（日）
コース記号▷ J2 E2 N2

定員▷ 計 100名 10名

1月7日（月）～ 9日（水）
コース記号▷ J3 E3

―
定員▷ 計 100名

▼ ▼ ▼

申込期日 参加費

会員
＆ご家族

12月15日（土） 19,000円 20,000円 21,000円

20,000円 21,000円 22,000円

一般

11月25日（日） 20,000円 21,000円 22,000円

12月15日（土） 20,500円 21,500円 22,500円

22,000円 23,000円 24,000円

2コース以上の参加で、2コース目から一律500円OFF！＊組み合わせ自由！「スキー＋短期教室」や「スキー×2コース」など

検定
アフターフォロー

お渡しします
（修正・改善指導）

アドバイスシート
＜3日間＞

●スキー 1セット 7,000円 （単品各4,000円）

●スノーボード 1セット 8,500円 ＊セットのみ

表示価格はすべて
＜税込＞です

in グリーンピア大沼

【すべて3日間コース】
（日帰り×3日）

専属カメラマンが
ゲレンデで

スナップ撮影！
後日Web上で

閲覧・購入いただけます
＊参加者限定公開

GPS搭載で運行状況をリアルタイムに把握できます

• バス始発 ：8:00～
• 指導時間：10:15～15:00

• バス終着 ：～17:20

グッズがなくても安心！レンタルも特別価格！

クラブ受付
（プール）

またはお電話で
お申し込み
ください

申込
方法

お申し込み後1週間以内に、
クラブ受付（プール）で参加費を
お支払いください。
＊体操・サッカー会員の方は、
各スクール会場でもお支払いいただけます

函館市千代台町13-17

（0138）54-4541
受付：10時～20時（日曜13時まで）

＊本イベント開催期間中は18時まで

＊11月23日は休館日です

＜参加費について＞ レッスン料、リフト代、昼食代、保険料 が含まれています

スキー ➡「検定料」は参加費に含まれています。
なお、合格した方は別途「公認料」が必要です。

スノーボード ➡「検定料」は参加費に含まれていません。
検定は希望制につき、受検ご希望の方は別途検定料（合格時は公認料）が必要です。

＊お申し込み後のキャンセルは、開催1週間前～前日までは「スキー＆スノーボードスクール：3,000円、短期教室：1,000円」、当日キャンセルは「参加費の半額」のキャンセル料が発生いたします（会員さまはいずれの場合もキャンセル料が発生しません）＊参加に堪えうる健康状態の方のみ参加いただけます

円！
＊通常1スクール週1回 7,236円（10月～3月は別途暖房費あり）

月会費 2ヵ月分

半額！
＊参加後ご入会の場合は差額をキャッシュバック

今回参加費が

会員価格！
＊通常5,400円

スクール指定用品を

プレゼント！＊水泳：水着＆帽子
＊体操：Tシャツ
＊サッカー：ストッキング
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～ 3世代型スポーツクラブへ ～

走る・跳ぶ・投げるなどの動きを通じて、総合的な運動能力を養います。
楽しくからだを動かす習慣をつけて、発育・発達期に必要な全身の
コーディネーション能力を伸ばし、色々なスポーツに活かせる“からだづくり”を！

～お車でお越しの方～

体操・運動能力アップ▶

＊UA・JBは運行しません

▶ 施設駐車場（クラブロゴ貼付スペース）へ

サッカー
屋外 ▶ ▶ グラウンド内スペース へ

屋内 ▶ ▶ 施設駐車場（クラブロゴ貼付スペース）へ

【持ち物】 ～水泳すべて 共通～

●水着（自由）●スイムキャップ ●バスタオル
＊ゴーグル着用は自由です

＊＜実力アップ水泳＞＜ジュニア水泳＞に記載の「定員」は、同一時間帯の各コース合計数です…例：ZAとA合計で40名

① 花園～日吉4丁目～ラ・サール前～湯川中～市民会館～競馬場～人見線（乃木・時任）

② 日乃出～金堀～湯浜～根崎～湯川団地～湯川小～湯倉神社～啄木亭～湯浜郵便局～広野団地横

③ 新川～松風～宝来～谷地頭～青柳～元町～弁天～十字街～函館駅～高砂通り～共愛会病院

④ 八幡小～亀田小～昭和小～桐花通り～美原台団地～赤川通り～五稜郭～梁川

⑤ 鍛治保育園前バス停～鍛神小～陣川リリーパット～道銀東山～白百合学園～函工～NTT松陰～杉並

⑥ 上野～高丘～広野団地内～金堀警察学校～的場中 ＊高松空港団地は運行しません

⑦ 七飯（本町・鳴川・大中山・大川の国道5号線）～桔梗駅～五稜郭駅～開発建設部

⑧ 北斗市富川～久根別～浜分小～大野新道～亀田港～北浜～ガス会社～藤幼稚園

＊指導時間との関係上、ご要望にお応えできない場合がございます。また、利用者3名以下の際は運行中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

コース 時間 定員 バスルート

12 月 22 日（土）～ 24 日（月）

キッズ ▶
2歳6ヵ月
～年中

KA 9:30～10:20 10 ①②③

KB 10:40～11:30 10 ④⑤⑥⑦⑧

ジュニア▶
年長

～中学生

A 9:30～10:30 40 ①②③

B 10:40～11:40 40 ④⑤⑥⑦⑧

28 日（金）～ 30 日（日） 年中 ～ 中学生
C 9:30～10:30 30 ①②③

D 10:40～11:40 30 ④⑤⑦⑧

1 月 7 日（月）～ 9 日（水） 年中 ～ 中学生
E 9:30～10:30 30 ①③

F 10:40～11:40 30 ⑤⑥⑦

千代台町13-17

（0138）54-4541
受付：10時～20時（日曜13時まで）

＊本イベント開催期間中は18時まで

＊11月23日は休館日です

コース 時間 定員

屋外▶ 12 月 22 日（土）～ 24 日（月）
西ききょう

サッカーグラウンド
西桔梗町444-1

3歳年少
～小学生

JA 10:45～12:00 20

屋内▶ 1 月 11 日（金）～ 13 日（日）
ペアーレ
乃木

乃木町8-15

3歳年少
～小学生

JB 13:00～14:15 20

表示価格はすべて
＜税込＞

クラブ受付
（プール）

またはお電話で
お申し込み
ください

申込
方法

お申し込み後1週間以内に、
クラブ受付（プール）で参加費を
お支払いください。
＊体操・サッカー会員の方は、
各スクール会場でもお支払いいただけます

短期教室すべて
専属カメラマンが

スナップ撮影！
後日Web上で

閲覧・購入いただけます
＊参加者限定公開

12 15

コース 時間 定員

12 月 22 日（土）～ 24 日（月）
ペアーレ
乃木

乃木町8-15

4歳年中～年長 GA 9:30～10:30 15

小学生 GB 10:40～11:50 15

時間 バスルート

12 月 22 日（土） ～ 24 日（月） 11:45 ～ 13:00 ①②

対象：泳法別テクニカルレッスン
➢ 当クラブ23級以上の水泳会員（小学生以上）
➢ 潜れる＆背浮きキック25m以上進む方（小学生～高校生）

対象：エキスパートコース
➢ 当クラブ14級以上（白帽）の水泳会員（小学生以上）

➢ 4泳法25m完泳できる方（小学生～高校生）

時間 定員 バスルート ＊“行き”のみ運行

12 月 22 日（土） ～ 24 日（月） 14:30 ～ 16:30 20 人数・エリアによって調整します

＊12月15日までにお申し出ください！

ふじもりコーチ あさのコーチ

４泳法定員10

あんどうコーチ

バタフライ定員5

たかはしコーチ

平泳ぎ定員5クロール定員5

おがさわらコーチ

背泳ぎ定員5

なかむらコーチ

おがさわらコーチ

日本スイミングクラブ協会
全国水泳競技大会
北海道チーム監督
（2014～2016）

いなばコーチ

全米エクササイズ＆
スポーツトレーナー協会

【NESTA】認定
パーソナルトレーナー

コーチ2名体制

2コース以上の参加で、2コース目から一律500円OFF！＊組み合わせ自由！「短期教室×2コース」や「短期教室＋スキー」など

申込期日▶ 11月25日（日）12月15日（土）

会員
＆

ご家族

●水泳●体操●サッカー
●運動能力アップ ― 3,000円 3,500円

＜水泳＞
 エキスパート
 泳法別 ― 4,000円 4,500円

一般

●水泳●体操●サッカー
●運動能力アップ 3,500円 4,000円 4,500円

＜水泳＞
 エキスパート
 泳法別 4,500円 5,000円 5,500円

【参加費】
～すべて3日間コース～

対象：水泳会員水泳実力アップ短期教室

コース 時間 定員 バスルート

12 月 22 日（土） ～ 24 日（月）
ZA 9:30 ～ 10:30 40 ①②③

ZB 10:40 ～ 11:40 40 ④⑤⑥⑦⑧

28 日（金） ～ 30 日（日）
ZC 9:30 ～ 10:30 30 ①②③

ZD 10:40 ～ 11:40 30 ④⑤⑦⑧

1 月 7 日（月） ～ 9 日（水）
ZE 9:30 ～ 10:30 30 ①③

ZF 10:40 ～ 11:40 30 ⑤⑥⑦

対象：体操・サッカー会員または一般の方水泳ジュニア＆キッズ短期教室

対象：会員・一般問わず どなたでも体操短期教室
幼児 体力づくりを中心に、マット・とび箱・鉄棒などができるように楽しくレッスンします。

小学生 鉄棒の「逆上がり」をメインに、マット・とび箱もポイントをわかりやすくレッスン！

対象：会員・一般問わず どなたでも運動能力アップ短期教室

コース 時間 定員

12 月 22 日（土）～ 24 日（月）
ペアーレ
乃木

乃木町8-15

4歳年中～年長 UA 13:00～13:50 12

小学生 UB 14:00～15:00 18

1 月 11 日（金）～ 13 日（日）
4歳年中～年長 UC 10:00～10:50 12

小学生 UD 11:00～12:00 18

【持ち物】 ～体操・運動能力アップ 共通～

●運動できる服装 ●室内シューズ
●汗拭き用タオル ●着替え
●水分補給用ドリンク

【持ち物】

●ウィンドブレーカー上下 ●ジャージ上下 ●ネックウォーマー

●手袋 ●ニット帽 ●室内シューズ ●汗拭き用タオル

●着替え ●水分補給用ドリンク ●スノトレ（長靴OK）＊JAのみ

蹴る・止める・運ぶなどの基本動作からミニゲームまで！
初心者も、女の子も、安心して楽しく参加いただけます。

対象：会員・一般問わず どなたでもサッカー短期教室

＊お申し込み後のキャンセルは、開催1週間前～前日までは「短期教室：1,000円、スキー＆スノーボードスクール：3,000円」、当日キャンセルは「参加費の半額」のキャンセル料が発生いたします（会員さまはいずれの場合もキャンセル料が発生しません）＊参加に堪えうる健康状態の方のみ参加いただけます

水泳｜体操｜サッカー

おとなフィットネス＆コンディショニング

（マシンジム・スタジオ・サウナ付バスルーム etc.）

水泳すべて

最終日に

クラブ級別テスト

を行います

全国統一
泳力認定テスト
をご希望の方
は事前に
お申し出ください
（料金別途）

＜お知らせ！＞


