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◆休館日 ◆利用時間 令和4年  6月 28日　発行

　　毎週水曜日 　　 プ ー ル　９：００～２０：３０（入場は２０：００まで）

個　　　　　人 一人１回につき 　５００円 　２５０円

　　（ただし，休日の場合は翌日の休日でない日） 　　 スタジオ　９：００～２１：００
　　年末年始（１２月２９日～１月３日）

◆受付時間

　　 ９：００～２０：００

●利用料

施設利用料
個人利用者の減免対象区　　　　　　　　分 一　　般 高校生以下

　・精神障害者保健福祉手帳
附属施設等利用料

　・療育手帳
施　設　名　等 区　　　分 一　　般 高校生以下

　・戦傷病者手帳
エアロビクススタジオ １時間までごとに ８４０円 ４２０円

　・呉市いきいきパス（障害者）
会　　 議　 　室 １時間までごとに ２４０円

回　　数　　券 １１ 枚 綴 り ５,０００円 ２,５００円 　・身体障害者手帳

　上記の交付を受けた者とその介護者
エ ア ロ バ イ ク 一人１回につき １００円

　・呉市いきいきパス（敬老）
※入場料の類を徴収して利用する場合の利用料は当該

　上記の交付を受けた者
　 基本利用料の５割増とし，即売会の類の催物，商品の

シ ャ ワ ー ( ３ 階 ) 一人１回につき １００円
　・被爆者健康手帳

　 広告・宣伝その他の商業活動のために利用する場合
　※ これらの手帳等をお持ちの方は，

　 の利用料は当該基本利用料の３倍に相当する額とし
　　　受付で提示をしていただくと

　 ます。
　　　無料でプールを利用できます。

　　その他，館内掲示板の注意事項・禁止事項に従ってください。

　　また，ご不明な点は係員にお問い合わせください。

ご 利 用 の 皆 様 に お 願 い

 ★水着と水泳帽子は必ず着用してください。

 ★装飾品（ネックレス・ブレスレット・ピアス・イアリング・時計・指輪・眼鏡）等を着けて泳がないでください。

 ★入水前には，十分な準備体操・シャワーを浴びて，化粧・整髪料等は必ず落として遊泳してください。

 ★酒気を帯びている方は入場できません。

 ☆水泳を禁止されている方（心臓病・肋膜炎・中耳炎・高血圧・その他感染症）。

かわせみだより ７月号 

公益財団法人 呉市体育振興財団 

 施設利用のご案内 

水泳教室のお知らせ 

 夏季児童水泳教室  
                                                                           
対象   小学生  
日時   7/21～8/23の月・火・木・金曜日 
             9:30～11:00 （全8回） 
申込   6/27(月)～7/8(金)17時 
定員   45人※申込み多数の場合は抽選  

料金   6，000円  

コロナウィルス感染予防対策のため、定員の変更がある可能性がありますので、

お申し込みの際にお問い合わせください。 

＜アクセス方法

川尻まちづくりセン
JA芸南 川尻支所 

かわせみプール駐車

この看板を参考に来館ください。 

      このマークの所にあります。 

http://sports-kure.com/shisetsu/s-550


９月から開始の水泳教室の申込みが８月から始まります。 

第２回 アクアビクス（月・朝）教室 

                                                                                          

対象  １８歳以上 
日時  ９/１２～１２/19の月曜日 
     １０：００～１１：３０ （全１２回）  
申込  ８/６（土）～８/１９（金） １７時  
定員  ３０人※申込み多数の場合は抽選  

料金  ６,０００円  

第３回 幼児水泳教室 

                                             
対象  ４～６歳  

日時  ９/８～１０/１１の火・木曜日 
     １５：３０～１７：００ （全１０回）  

申込  ８/６（土）～８/１９（金） １７時    

定員  ２０人※申込み多数の場合は抽選  

料金  ５,０００円  

第２回 水中ウォーキング教室 

                                                                                          

対象  １８歳以上  

日時  ９/８～１２/１５の木曜日 
     １０：３０～１２：００ （全１３回）  

申込  ８/６（土）～８/１９（金） １７時  

定員  ２５人※申込み多数の場合は抽選  

料金  ６,５００円  

第２回 成人水泳教室 

                                             

対象  １８歳以上 
日時  ９/９～１２/１６の金曜日 
     １０：００～１１：３０ （全１４回）  

申込  ８/６（土）～８/１９（金） １７時  

定員  ３０人※申込み多数の場合は抽選  

料金  ７,０００円  

第２回 土曜児童水泳教室  

                                                                                           

対象  小学生  

日時  ９/３～１２/１７の土曜日 

     Ａ １０：３０～１２：００ 

     Ｂ １３：００～１４：３０ 

     Ｃ １４：３０～１６：００ （各１６回）  

申込  ７/３１（日）～８/１１（木） １７時 

定員  Ａ３０人 Ｂ３０人 Ｃ１５人 

     ※申込み多数の場合は抽選  

料金  各６，４００円  

申込み方法・お問い合わせは，申込み期間内に 
呉市川尻温水プールへ来館又はお電話で。TEL ８７-５５５５  

※実施日及び実施時間は変更する場合があります。 
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令和3年 6月 20日現在
☆１～４コース：水深１２０～１３０㎝

☆５～６コース：水深８０～９０㎝

◇教室・サークル活動中のコースには、一般の方は入ることができません。フリーのコースをご利用ください。◇

　ロビーに利用予定表がございます。ご活用ください。

　尚、運営上予定表は予告なく変更となる場合もございます。ご了承ください。

　教室開催日の詳細については月間予定表を参照してください。

　

　プールの使用時間は、９：００～２０：３０(受付終了２０：００），スタジオの使用時間は、９：００～２１：００です。
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