
教室名 開催曜日 開催時間 定員 参加費(税込) 開催日

幼児水曜A 水曜日 15:00〜16:00 10 9,900円 【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

幼児木曜A 木曜日 15:00〜16:00 10 9,900円 【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

幼児金曜A 金曜日 15:00〜16:00 10 9,900円 【全9回】5/14･21･28･6/4･11･18･25･7/2･9

幼児土曜A 土曜日 10:40〜11:40 10 7,700円 【全7回】 5/15･22･29･6/5･12･19･26

幼児土曜B 土曜日 16:00〜17:00 10 7,700円 【全7回】 5/15･22･29･6/5･12･19･26

〈対象：4歳〜未就学児〉

幼 児 水 泳 教 室

水慣れをする初心者からクロール25ｍ、背泳

ぎ25ｍを練習したい方の教室です。

※期間中に4歳になるお子さまから参加可能

教室名 開催曜日 開催時間 定員 参加費(税込) 開催日

小学生水曜A 水曜日 16:10〜17:10 12 9,900円

小学生水曜B 水曜日 17:20〜18:20 12 9,900円

小学生木曜A 木曜日 16:10〜17:10 12 9,900円

小学生木曜B 木曜日 17:20〜18:20 12 9,900円

小学生金曜A 金曜日 16:10〜17:10 12 9,900円

小学生金曜B 金曜日 17:20〜18:20 12 9,900円

小学生金曜C 金曜日 18:30〜19:30 12 9,900円

小学生土曜A 土曜日 17:10〜18:10 12 7,700円 【全7回】 5/15･22･29･6/5･12･19･26

チャレンジ水曜 水曜日 18:30〜19:30 12 9,900円 【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

チャレンジ木曜 木曜日 18:30〜19:30 12 9,900円 【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

【全9回】5/14･21･28･6/4･11･18･25･7/2･9

〈対象：小学生〉

小 学 生 水 泳 教 室

水慣れをする初心者からクロール25ｍ、背泳ぎ25

ｍを練習したい方の教室です。

とっさの時に自分の身を守れるような泳力を身に

着けることを目標にしている教室です。

平泳ぎやバタフライをマスターし個人メドレーに

挑戦する教室です。参加条件が、クロールと背泳

ぎが25ｍ以上泳げる方となっています。

教室名 開催曜日 開催時間 定員
参加費(税込)

( 65歳以上)
開催日

木曜日 10:30〜11:30 14
9,900円

(4,950円)
【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

木曜日 11:40〜12:40 14
9,900円

(4,950円)
【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

水曜日 10:30〜11:30 14
9,900円

(4,950円)
【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

らくらくスイム

ステップアップ

スイム

 背泳ぎの基礎練習をおこない背泳ぎ25ｍ、クロール50ｍを泳ぐことが目標の教室です。

 平泳ぎとバタフライの基礎練習をおこない100ｍ個人メドレーができるようになることが目標の教室です。

 初心者向けのクロールの教室です。基礎練習をしっかりおこないクロールで25ｍ泳ぐことが目標の教室です。

ビギナースイム
〈対象：18歳以上〉

成 人 水 泳 教 室

太宰府史跡水辺公園

2021年度事前申込教室
申込方法は裏面をご覧ください。 前 期 水 泳 教 室 案 内

指定管理者主催事業

チャレンジ水泳教室
〈対象：小学生〉

泳力によりの３つのクラスがあります。ご自身

の泳力や目標に合わせてお選びください。

※最小催行人数各教室５名

※最小催行人数各教室６名

※最小催行人数 各教室６名

※最小催行人数各教室７名

［参加条件］らくらくスイムとステップアップ

スイムは、クロールで25ｍ以上泳げる方。



（１）窓口でのお申込み方法

「前期水泳教室参加申込書」に必要事項を記入し返信用封筒(140円切

手貼付)、もしくは現金150円(切手・封筒代)を窓口へ提出ください。

・「前期水泳教室参加申込書」は、太宰府市民プールの窓口もしくは、

施設HPで入手できます。

・返信用封筒は、「返信用封筒の書き方」に従ってご記入ください。

●申込書1枚につき１名の受付とします。

幼児と小学生が対象の教室は、第３希望までご記入頂くことがで

きます。

●郵送時のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。余裕

をもって投函ください。

●記入漏れがあった場合には無効とさせて頂きます。

●教室参加の有無は、返信封筒にてご案内いたします。

●定員を超える応募があったクラスは厳選なる抽選を行います。

(非公開）

●定員に満たなかった教室は5/2(日)9時00分より施設フロントに

て受付を開始します。(先着順)

●申込締切日までに最小催行人数に満たなかった場合、休講となる

場合がございます。

●申込締切日を１週間以上過ぎても返信封筒が届かない場合は、施

設までお問合せください。

前 期 水 泳 教 室 案 内

太宰府市立太宰府史跡水辺公園 太宰府市民プール

℡ 092-921-8668

施設HP https://ssk-dazaifu-pool.com/

電車 西鉄「都府楼前駅」から徒歩10分

バス 市内循環バス「まほろば号」の「総合体育館前・市民プール前」

バス停下車指定管理者：シンコースポーツ・西鉄ビルマネージメントグループ

申込方法
申込締切日：2021年4月28日(水)必着

(1)窓口もしくは、(2)郵送にてお申込みくだざい

（２）郵送でのお申込み

以下の①と②を同封し、封書にてご郵送ください。

〈宛先〉〒818-0135 太宰府市大字向佐野18番地

太宰府市立太宰府史跡水辺公園 宛て

①「前期水泳教室参加申込書」に必要事項を記入したもの。

・「前期水泳教室参加申込書」は、太宰府市民プールの窓口もしくは、

施設HPで入手できます。施設HPから出力できない場合は、A4サイ

ズの用紙に「必要事項」をご記入いただいたものでもかまいません。

②140円切手を貼付した返信用封筒

・返信用封筒は、「返信用封筒の書き方」に従ってご記入ください。

①参加者氏名(ふりがな）

②性別

③生年月日

④年齢・学年(新学年)

⑤ご自宅の住所

⑥電話番号

⑦希望教室

※第3希望まで記入いただけます

必要事項

〒〇〇〇-〇〇〇〇
140円分

の切手 　
　
参
加
者
の
氏
名

　
あ
な
た
の
住
所

返信封筒の書き方

【新型コロナ感染症拡大防止対策について】

・本教室は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとりながら実施

いたします。検温や健康 チェックへのご協力をお願いたします。

・新型コロナウイルス感染症拡大の状況により休講又は、開催を中断す

る場合ががあります。

お申込みに際してのご注意

毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)休館日

〒818-0135 福岡県太宰府市大字向佐野18番地



教室名 開催曜日 開催時間 定員
参加費(税込)

( 65歳以上)
開催日

9,900円
(4,950円)
9,900円

(4,950円)
9,900円

(4,950円)

【幼児水泳教室】
教室名 開催曜日 開催時間 定員 参加費(税込) 開催日

幼児水曜A 水曜日 15:00～16:00 10 9,900円 【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

幼児木曜A 木曜日 15:00～16:00 10 9,900円 【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

幼児金曜A 金曜日 15:00～16:00 10 9,900円 【全9回】514･21･28･6/4･11･18･25･7/2･9

幼児土曜A 土曜日 10:40～11:40 10 7,700円 【全7回】 5/15･22･29･6/5･12･19･26

幼児土曜B 土曜日 16:00～17:00 10 7,700円 【全7回】 5/15･22･29･6/5･12･19･26

【小学生水泳教室】
教室名 開催曜日 開催時間 定員 参加費(税込) 開催日

小学生水曜A 水曜日 16:10～17:10 12 9,900円

小学生水曜B 水曜日 17:20～18:20 12 9,900円

小学生木曜A 木曜日 16:10～17:10 12 9,900円

小学生木曜B 木曜日 17:20～18:20 12 9,900円

小学生金曜A 金曜日 16:10～17:10 12 9,900円

小学生金曜B 金曜日 17:20～18:20 12 9,900円

小学生金曜C 金曜日 18:30～19:30 12 9,900円

小学生土曜A 土曜日 17:10～18:10 12 7,700円 【全7回】 5/15･22･29･6/5･12･19･26

【チャレンジ水泳教室】
教室名 開催曜日 開催時間 定員 参加費(税込) 開催日

チャレンジ水曜 水曜日 18:30～19:30 12 9,900円 【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

チャレンジ木曜 木曜日 18:30～19:30 12 9,900円 【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

   注意) お一人につき1枚のお申込みとなっています。
       記入漏れがある場合、ご参加いただけない場合がございます。記入漏れがないようご確認ください。

太宰府市立太宰府史跡水辺公園(太宰府市民プール) 前期水泳教室

【成人水泳教室】

ビギナースイム 木曜日 10:30～11:30 14 【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

ステップアップスイム 水曜日 10:30～11:30 14 【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

らくらくスイム 木曜日 11:40～12:40 14 【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

※太枠をご記入のうえ、施設(太宰府市民プール)へお持ちいただくか、郵送にてお申込みください。

【全9回】 5/12･19･26･6/2･9･16･23･30･7/7

【全9回】 5/13･20･27･6/3･10･17･24･7/1･8

【全9回】5/14･21･28･6/4･11･18･25･7/2･9

指定管理者主催事業

太宰府市立太宰府史跡水辺公園(太宰府市民プール) 前期水泳教室参加申込書
受付期間：2021年4月28日(水)必着 

希望教室  第２希望

 第３希望

 幼児(      ）

 小学     年生

 第１希望
※成人水泳教室の場合は第1希望のみご記入ください。

男性    女性

ご住所

電話番号
※連絡のつく電話番号をご記入ください。

(ふりがな）

参加者氏名

生年月日

性別

年齢

学年
歳年  月  日生まれ


