
Tel.054-364-8380
〒424-0114　静岡市清水区庵原町145-7

日本水泳連盟
日本スイミングクラブ協会 会員

スポーツライフ アケアクラブ

小島・興津・袖師・飯田・高部 方面 ※詳しくは受付時にご確認ください。

「曜日指定1ヶ月体験」「短期水泳教室」では各方面に無料バス送迎します！

ホームページから
お申し込みできます。詳しくはホームページをご覧ください。

フェイスブックも
ご覧下さい。

その他／担当コーチをご指名ください。
　　　　担当コーチにより曜日、時間が異なります。パーソナルレッスンパーソナルレッスン

3月22日㊊～4月3日㊏3月22日㊊～4月3日㊏
30分間30分間3,300円3,300円

受講料受講料 実質実質
キャッシュバックでキャッシュバックで

短期水泳教室・曜日指定1ヶ月
体験で入会された方は

入会特典
そ の 1

スイミングキャップスイミングキャップ
スクールバッグスクールバッグ

プレゼント！

AQEAオリジナル

＆

さらに 受講期間中にご入会
申込みされた方は

500円引き！！500円引き！！ 無料！無料！
入会金5,500円5,500円

入会特典
そ の 2

アケアクラブの徹底したアケアクラブの徹底した

対策
5
通常の清掃に加え、
利用者・スタッフが触
れる箇所の消毒を定
期的に行います。

対策
3
更衣室には空気中
のウイルスや細菌を
除去するクレベリン
を使用しています。

対策
1
従業員の出勤前の検温を必ず行い、微熱
や軽度の風邪症状でも出勤を停止します。

対策
2
従業員はプールの指導中でも、
必ずマスクを着用します。

対策
6
スクールバス送迎は、全員マスク
を着用し、乗車人数を少なくし、
間隔を開けて座ります。また、常
に換気・消毒・殺菌を行います。

コロナウイルス感染防止対策コロナウイルス感染防止対策

対策
4
プール環境は、室内換気、プール水
の循環を常時行い、次亜塩素酸ナ
トリウムで消毒。衛生機関による水
質検査を毎月実施しています。

ご安心
ください！

当クラブ指導スタッフは日本スイミングクラブ協会の公認指導員です当クラブ指導スタッフは日本スイミングクラブ協会の公認指導員です

泳力認定合格者数静岡県No1
最優秀スイミングクラブ賞7年連続受賞！！

イメージキャラクター
“あけっぴー”スポーツライフアケアクラブ

マンツーマンで指導してほしい方は！

新入学応援キャンペーン

00円円1ヶ月体験1ヶ月体験

　「お茶、どうぞ。」　「お茶、どうぞ。」
プレゼント！プレゼント！

伊右衛門伊右衛門

3歳～15歳対象
料金
時間

3 22 24～ ～
月 水 3 29 31月 水

週1回（4日間）期間中の4日間（週1回）
または8日間（週2回）41～木 水28

大好評！

（3日間）6,050円

3歳～15歳対象
料金

6,600円
週2回（8日間）9,900円

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す
国際目標「SDGs」（エスディージーズ）活動にアケア
クラブは参加宣言しています。

「すべての人に健康と福祉を」

実際のスクール時間で
体験できます！

期間
料金 時間

お申込みいただいた
方

全員に

お す す め

ここ
のの春春
曜日指定曜日指定

のの春春短期水泳教室短期水泳教室
9：30～10：20

バス送迎
チラシ下部を
ご覧下さい。

バス送迎
チラシ下部を
ご覧下さい。

※表示価格は全て税込となります。

第1期 第2期



日本水泳連盟 日本スイミングクラブ協会 会員 Tel.054-364-8380
〒424-0114　静岡市清水区庵原町145-7

〈月～金〉11：00～21：30　
〈土〉9：45～17：00〈日〉9：00～12：30

営業
時間

詳しくはHPをご覧ください！
スポーツライフアケアクラブ

ホームページからお申し込みできます。

お子様の入館時間や
退館時間をお知らせいたします。

①バリアフリーで利用できます。
②介護予防運動等の充実の
　プログラム
③60歳以上はシニア料金設定
　でお得！
④女性にもやさしい油圧式マシン
　を揃えています。

①バリアフリーで利用できます。
②介護予防運動等の充実の
　プログラム
③60歳以上はシニア料金設定
　でお得！
④女性にもやさしい油圧式マシン
　を揃えています。アットホームな雰囲気で

気持ちもカラダも楽しくなる！
アットホームな雰囲気で
気持ちもカラダも楽しくなる！

※詳しくはWebでご確認ください。

※シニアは、60歳以上が対象です。※月のご利用回数は、無制限です！

スタンダード

フリー
5,500円
6,600円
7,700円
8,800円

料　金健康倶楽部 スタジオプール

（シニア）″

（シニア）″

トレー
ニング
ジム フリー フリー レッスン歩行 アクア

プログラム
料
金

その他にも多様なレッスンがございます！

スクールバスの到着時刻を到着数分前にお知らせいたします。
また、スクールバスの現在地情報をチェックできて更に安心です。

お手持ちのケータイ、スマートフォン、パソコンから
手続きや確認ができ、より便利・安全になりました。

※曜日によってバスルートが異なりますのでお申込み時にお問い合わせください。
　ベビーコースは送迎バスはございません。

アケアクラブからのお知らせ等の情報
（天災等による臨時休校や様々なイベント開催etc）

進級テストの結果（合否）とテスト内容や
連絡事項をお知らせいたします。

SCH
DUL

E

仲間と一緒に
楽しく

“健康倶楽部”

バス送迎バス送迎

楽しく続けられる健康づくりを始めましょう！楽しく続けられる健康づくりを始めましょう！

使いたい施設で選ぶ 曜日・時間帯で選ぶ
基礎体力アップ、
自立心を学ぶ 空手道空手道

〈金曜日〉17：20～18：30
〈火曜日〉17：20～18：30

〈土曜日〉14：00～15：10 〈高校生以上〉
〈3歳～中学生〉5,500円

6,600円
※年齢は特に気にせずOKです！

週1回
日 時 月会費

館内で
無料Wi-Fiが
使えます!

館内で
無料Wi-Fiが
使えます!Free Wi-Fi

空手道は、全身をバランスよく動かすエクササイズであり、護身術と
しても大変優れています。初心者、運動オンチ大歓迎！老若男女問
わず取り組めます。生涯武道として始めてみませんか。

スマイル会員スマイル会員

対象 60歳以上の方
料金 月会費4,400円
日時 毎週木曜日9：00～11：00

※送迎を希望する方は
　別途料金が必要です。

笑顔あふれる素敵な生活を
一緒に送りましょう！

笑顔あふれる素敵な生活を
一緒に送りましょう！

新設

自分のスタイルで
選べるコース

プールウォーキング 水の浮力を利用して、足腰に負担を
かけずにラクラク運動。

ピラティス 体幹のインナーマッスルを刺激した
ゆっくりエクササイズ

アクアエクササイズ 水の抵抗を使うことで、
高い効果が期待できます。

フラダンス 音楽に合わせて
楽しく運動しましょう。

マットサイエンス ヨガ＋ピラティスの要素を含んだ
最新のプログラムです。

一番
人気

16歳以上
対 象

継続的な運動は、身体能力の維持に
とても大切です。しぞ～かでん伝体操
や、ちゃきちゃき体操、ストレッチな
ど、介護予防運動を中心に行います。

継続的な運動は、身体能力の維持に
とても大切です。しぞ～かでん伝体操
や、ちゃきちゃき体操、ストレッチな
ど、介護予防運動を中心に行います。

週1回の運動教室で週1回の運動教室ではじめてのお子さまでも安心して4泳法が習得できます。はじめてのお子さまでも安心して4泳法が習得できます。

ジュニアスイミングジュニアスイミング

対象 生後6ヶ月～高校生まで生後6ヶ月～高校生まで

募集中！ 最大定員
先着順名20

興津・但沼・高部・飯田・袖師・
小島・由比・蒲原・入江・辻・江尻 方面

日本スイミングクラブ協会の
泳力認定と連動しています。

★ご自宅まで送迎いたします★

フィットネス会員コースフィットネス会員コース1

振替授業や欠席連絡が
24時間365日手続きが
できます。

3

5

4

2

アケアクラブはココが違います！

1日
無料体験
受 付 中

生徒募集中！ 無料体験
受 付 中

無 料 1 日 体 験

をいち早くお知らせいたします。

随時
受付中
〈事前予約制〉

入会金
無料！

初月謝
半額！

※表示価格は全て税込となります。


