
【入会資格】

1. 本センターの水泳教室に入会できる方は【幼稚園、保育園年中組相当】以上の方で本センターの趣旨に賛同し本規

約を承諾された方とします（未成年者の場合はその保護者の方が賛同、承諾するものとします）。

2. 刺青者、暴力団構成員、他の利用者（教室生含む）の利用に支障を来す可能性のある方、その他 本センターが不適当

と認める方は入会をお断りします。また、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。

3. 本センターの水泳教室に入会する方は、所定の受講申込書および規約同意書を提出しなければなりません。また、必要

により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

【教室生の利用及び事故】

1. 教室生は、自己（未成年者の場合はその保護者）の責任と危険負担において、他の教室生と協調して、本センターの

プールを利用、または受講するものとします。

2. 本センターは、利用者が当施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本センターに故意または重過失が

ない限り、一切の責任は負いません。また利用者同士の本センター内外でのトラブルについても同様とします。

3. 利用者は、本センターにおいて、技量を超えた行為および危険行為を行ってはならないものとします。また本センターに

おいて、対価を得て他の利用者に指導行為を行ってはならないものとします。

【休館日および教室休止】

1. 夏季を除き、月曜日は休館日です。月曜日が祝日にあたる場合には、その翌日が休館になります。

2. 施設点検等により、教室が休止になる場合があります。事前に判明している日程については、月間予定表等にてお知

らせします。

【教室の欠席・退会】

1. 病気や怪我、その他の理由により１ヶ月以上の長期欠席する場合や、退会を希望される場合には必ずご連絡ください。

　※連絡なく３ヶ月以上欠席された方は、退会扱いとさせていただきます。
2. 退会・変更を希望される場合には必ず、本センター所定の退会・変更届の提出をお願いします。

3. インフルエンザ、水いぼ等感染性の病気がある場合は、教室およびプールの利用はできません。

（学級、学年、学校閉鎖の場合も、それに属するお子様は、教室およびプールの利用はできません）

【料金の支払いについて】

1. 必ず教室券をご購入ください。

2. 教室券には、購入日から６か月間の有効期限がつきます。※有効期限が切れた教室券での教室参加はできません。

3. 教室券の払い戻しはできません。

4. 教室券での一般開放利用はできません。

5. 教室回数券を紛失した場合の再発行はできません。

6. 引越しまたは卒業（卒園）等により退会することが決まっている場合はご連絡ください。

【災害・緊急時について】

1. 大地震発生（震度５弱以上）及び台風の際は教室を中止とします。学童および幼児教室の保護者様はお子様の引き取りをお願いします。

停電等により電話が使用できないことが予想されます。そのため、本センターからは連絡いたしませんので、予めご了承ください。

　　また、ご提供いただきました情報は適切に管理し、お客様の承認なく第三者にその情報を開示・提供することはありません。

◎健康には十分に注意していただき、無理のないご利用をお願いします。

令和4年度　光B＆G海洋センター・水泳教室入会規約

◎ご記入いただいた個人情報は、当該教室の管理運営および次期教室の案内等必要な場合にのみ使用させていただます。

　光B&G海洋センター・指定管理者　株式会社フクシ・エンタープライズ　

TEL　０４７９－８４－３５１０　／　FAX　０４７９－８４－３５１１　



【入会資格】
1. 本センターの水泳教室に入会できる方は【幼稚園、保育園年中組相当】以上の方で本センターの趣旨に賛同し本規約を承諾

された方とします（未成年者の場合はその保護者の方が賛同、承諾するものとします）。
2. 刺青者、暴力団構成員、他の利用者（教室生含む）の利用に支障を来す可能性のある方、その他 本センターが不適当と認める方

は入会をお断りします。また、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
3. 本センターの水泳教室に入会する方は、本センター所定の受講申込書及び規約同意書を提出しなければなりません。また、必要

により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
【教室生の利用及び事故】
1. 教室生は、自己（未成年者の場合はその保護者）の責任と危険負担において、他の教室生と協調して本センターのプールを利用、

または受講するものとします。
2. 本センターは、利用者が当施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本センターに故意または重過失がない限り、

一切の責任は負いません。また利用者同士の本センター内外でのトラブルについても同様とします。
3. 利用者は、本センターにおいて、技量を超えた行為及び危険行為を行ってはならないものとします。また本センターにおいて、対価

を得て他の利用者に指導行為を行ってはならないものとします。
【休館日および教室休止】
1. 夏季を除き、月曜日は休館日です。月曜日が祝日にあたる場合には、その翌日が休館になります。
2. 施設点検等により、教室が休止になる場合があります。事前に判明している日程については月間予定表等にてお知らせします。

【教室の欠席・退会】
1. 病気や怪我、その他の理由により１ヶ月以上の長期欠席する場合や、退会を希望される場合には必ずご連絡ください。

2. 退会・変更を希望される場合には必ず、本センター所定の退会・変更届の提出をお願いします。
3. インフルエンザ、水いぼ等感染性の病気がある場合は、教室およびプールの利用はできません。

（学級、学年、学校閉鎖の場合も、それに属するお子様は、教室およびプールの利用はできません）
【料金の支払いについて】
1. 必ず教室券をご購入ください。
2. 教室券には、購入日から６か月間の有効期限がつきます。※有効期限が切れた教室券での教室参加はできません。
3. 教室券の払い戻しはできません。
4. 教室券での一般開放利用はできません。
5. 教室回数券を紛失した場合の再発行はできません。
6. 引越しまたは卒業（卒園）等により退会することが決まっている場合はご連絡ください。

【災害発生時について】
1. 大地震発生（震度５弱以上）及び台風の際は教室を中止とします。学童および幼児教室の保護者様はお子様の引き取りをお願いします。

停電等により電話が使用できないことが予想されます。そのため、本センターからは連絡いたしませんので、予めご了承ください。
◎ご記入いただいた個人情報は、当該教室の管理運営および次期教室の案内等必要な場合にのみ使用させていただきます。
　　また、ご提供いただきました情報は適切に管理し、お客様の承認なく第三者にその情報を開示・提供することはありません。
◎健康には十分に注意していただき、無理のないご利用をお願いします。

教 室 名

第1希望

第2希望

郵便番号 〒       　　－ 住所

フリガナ 性別 西暦 年

氏　名 男 ・ 女 月　　　 日生（　　　　 歳）

携帯・自宅 － －

本人以外の連絡先
（緊急時用） － －

　◎教室入会事前アンケート　※必須
① お子様の性格または普段の様子を教えてください。

② 以前、他のスイミングスクールに通っていましたか？また、当施設がはじめての方もお子様の泳力をわかる範囲で教えてください。

③ 現在かかっている病気、またはこれまでに手術、入院等ありましたら詳しくご記入ください。

　下記の者、本人または保護者同意の上、光B&G海洋センター水泳教室の受講申し込みを致します。入会後は「光B&G海洋

　センター・水泳教室入会規約」を守り、指導員および海洋センター職員の指示に従うことを誓います。

　健康状態には十分に留意し、本人または保護者の責任において、教室に参加することに同意します。
　西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　氏名

　※連絡なく３ヶ月以上欠席された方は、退会扱いとさせていただきます。

：　　　　　～　　　　　：

（　　　　　　　　　　　　様　・　様方）

火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日
　

  ・学　童
 　 (火～土曜日)
　　17：00～
  ※木・土曜日は
　  16：00～も
    開講しています

　
・幼　児
　 (日曜日)
 　① 9：30～
   ②10:30～
※開始１０分前に
お集まりください

生年

月日

火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日

 ※注　新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、学童教室はクラスにより終了時間が異なります。予めご了承ください。

保護者氏名
（未成年者のみ）

規 約 同 意 書

　　　　　光B&G海洋センター・指定管理者　株式会社フクシ・エンタープライズ　　TEL　０４７９－８４－３５１０　

令和4年度　光B＆G海洋センター・水泳教室入会規約

令和4年度　学童・幼児水泳教室受講申込書

受
講
希
望
教
室

曜　　日 時　　間

：　　　　　～　　　　　：

受付日 西暦　　　　　年　　　月　　　日受付者 入会日 西暦　　　　　年　　　月　　　日処理者



【入会資格】
1. 本センターの水泳教室に入会できる方は【幼稚園、保育園年中組相当】以上の方で本センターの趣旨に賛同し本規約を承諾

された方とします（未成年者の場合はその保護者の方が賛同、承諾するものとします）。
2. 刺青者、暴力団構成員、他の利用者（教室生含む）の利用に支障を来す可能性のある方、その他 本センターが不適当と認める方

は入会をお断りします。また、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
3. 本センターの水泳教室に入会する方は、本センター所定の受講申込書及び規約同意書を提出しなければなりません。また、必要

により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
【教室生の利用及び事故】
1. 教室生は、自己（未成年者の場合はその保護者）の責任と危険負担において、他の教室生と協調して本センターのプールを利用、

または受講するものとします。
2. 本センターは、利用者が当施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本センターに故意または重過失がない限り、

一切の責任は負いません。また利用者同士の本センター内外でのトラブルについても同様とします。
3. 利用者は、本センターにおいて、技量を超えた行為及び危険行為を行ってはならないものとします。また本センターにおいて、対価

を得て他の利用者に指導行為を行ってはならないものとします。
【休館日および教室休止】
1. 夏季を除き、月曜日は休館日です。月曜日が祝日にあたる場合には、その翌日が休館になります。
2. 施設点検等により、教室が休止になる場合があります。事前に判明している日程については月間予定表等にてお知らせします。

【教室の欠席・退会】
1. 病気や怪我、その他の理由により１ヶ月以上の長期欠席する場合や、退会を希望される場合には必ずご連絡ください。

2. 退会・変更を希望される場合には必ず、本センター所定の退会・変更届の提出をお願いします。
3. インフルエンザ、水いぼ等感染性の病気がある場合は、教室およびプールの利用はできません。

（学級、学年、学校閉鎖の場合も、それに属するお子様は、教室およびプールの利用はできません）
【料金の支払いについて】
1. 必ず教室券をご購入ください。
2. 教室券には、購入日から６か月間の有効期限がつきます。※有効期限が切れた教室券での教室参加はできません。
3. 教室券の払い戻しはできません。
4. 教室券での一般開放利用はできません。
5. 教室回数券を紛失した場合の再発行はできません。
6. 引越しまたは卒業（卒園）等により退会することが決まっている場合はご連絡ください。

【地震発生時について】
1. 大地震発生（震度５弱以上）の際は教室を中止とします。学童および幼児教室の保護者様はお子様の引き取りをお願いします。

停電等により電話が使用できないことが予想されます。そのため、本センターからは連絡いたしませんので、予めご了承ください。
◎ご記入いただいた個人情報は、当該教室の管理運営および次期教室の案内等必要な場合にのみ使用させていただきます。
　　また、ご提供いただきました情報は適切に管理し、お客様の承認なく第三者にその情報を開示・提供することはありません。
◎健康には十分に注意していただき、無理のないご利用をお願いします。

教 室 名

第1希望

第2希望

郵便番号 〒       　289　－1726 住所

フリガナ 性別

氏　名 男 ・ 女 4月2日生（　　　　9 歳）

携帯・自宅 ○○○○ － ○○ － ○○○○

本人以外の連絡先
（緊急時用） ○○○ － ○○○○ － ○○○○

　◎教室入会事前アンケート　※必須
① お子様の性格または普段の様子を教えてください。

② 以前、他のスイミングスクールに通っていましたか？また、当施設がはじめての方もお子様の泳力をわかる範囲で教えてください。

③ 現在かかっている病気、またはこれまでに手術、入院等ありましたら詳しくご記入ください。

　下記の者、本人または保護者同意の上、光B&G海洋センター水泳教室の受講申し込みを致します。入会後は「光B&G海洋

　センター・水泳教室入会規約」を守り、指導員および海洋センター職員の指示に従うことを誓います。

　健康状態には十分に留意し、本人または保護者の責任において、教室に参加することに同意します。
　西暦　　　　　2022年　　　　　3月　　　　　20日

　氏名 光　　太郎 保護者氏名                    保護者名
（未成年者のみ）

千葉県山武郡横芝光町木戸10156-1

光　　太郎

ヒカリ　タロウ 西暦　　　　　　　2012　　年

火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日 17：00　　　　　～　　　　　18：00

生年

月日

（　　　　　　　　父　　　　様　・　様方）

 ※注　他のスイミングスクールと合格基準が異なる場合がございますので予めご了承ください。
規 約 同 意 書

令和4年度　光B＆G海洋センター・水泳教室入会規約

　※連絡なく３ヶ月以上欠席された方は、退会扱いとさせていただきます。

　　　　　光B&G海洋センター・指定管理者　株式会社フクシ・エンタープライズ　　TEL　０４７９－８４－３５１０　

令和4年度　学童・幼児水泳教室受講申込書

受
講
希
望
教
室

曜　　日 時　　間
　

  ・学　童
 　 (火～土曜日)
　　17：00～
  ※木・土曜日は
　  16：00～も
    開講しています

　
・幼　児
　 (日曜日)
 　① 9：30～
   ②10:30～
※開始１０分前に
お集まりください

火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日 16：00　　　　　～　　　　　17：00

受付日 西暦　　　　　年　　　月　　　日受付者 入会日 西暦　　　　　年　　　月　　　日処理者

記入例


