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KTV スイミングスクールフレスコ茨木 

         
い ろ い ろ イ ミ ン グ ス 

★にちよう開催 1日集中コース★ 

【対象年齢】2歳～小学生 

【参加費】￥1,650（税込）【定員】20名 

コース 日程 時間 

１A 7/ 3（日）  

１B 7/10（日） *準備体操含む 

１C 7/17（日） 11：00～12：00 

１D 7/24（日） 7/30(土)のみ 

１E 7/30（土） 10：00～11：00 

１F 8/21（日）  

 

★1番人気！テストのある 3日コース★ 

【対象年齢】2歳～小学生 

【参加費】￥5,610（税込） 【定員】40名 

コース 日程 時間 

３A 7/25（月）▶ 27(水)  

３B 7/28（木）▶ 30(土) *準備体操含む 

３C 8/ 1（月）▶  3(水) 8：30～9：30 

３D 8/ 7（日）▶  9(火) 8/7(日)のみ 

３E 8/10（水）▶ 12(金) 11：00～12：00 

３F 8/22（月）▶ 24(水)  

 

土曜も追加！ 

★しっかり練習１ヶ月コース★ 

通常のクラスで練習に参加していただきます 

Part①：キッズスイミング 

【対象年齢】2歳～小学生 

【参加費】￥8,690 

【定 員】クラスにより異なります 

【お休み】7/29～30・8/15・16・31 

・曜日と時間はお問合せください 

 

★プライベートレッスン★ 

コーチとマンツーマンでご希望のレッスンを行います！ 

広～いプールはプライベート参加者だけの特別感★ 

周りを気にせず練習に集中できます♪ 

【対象年齢】2歳～中学生     *木曜日開催 

【参 加 費】￥5,500  【定員】各時間 2名 

7/28 2A/10：00～10：45 2B/11：00～11：45 

8/11 2C/10：00～10：45 2D/11：00～11：45 

 

KTVスイミングスクールフレスコ茨木 〒567-0816 茨木市永代町 6-2 072-620-7800 

 

 

Part②：ベビースイミング 

【対象年齢】6ヶ月～2歳 6ヶ月 

【参加費】￥4,840 

【曜 日】水・土（8回/月） 

【時 間】13：00～13：40 

【お休み】7/30・8/31 

 

★体育スクール★ 

7月・8月 

【対象年齢】 4歳～ 

【参 加 費】 ￥5,830 

【曜 日】 火（4回/月） 

【時 間】 16：30～17：30 

【お 休 み】 8/16（火） 

 

★ダンススクール★ 

8月 

【対 象】①3歳～小 2 

②9歳～ 

【参 加 費】￥5,830 

【曜 日】土（4回/月） 

【時 間】① 9：40～10：40 

②10：50～11：50 

 

↓ その他スクールの短期教室はこちら↓ 

通常クラスに 1 ヶ月参加するコースです♪ 

定員は各クラス 5名 

✓申し込み後のキャンセル・変更は申込コースの 1週間前まで無料、それ以降は手数料（税込¥550）発生いたします。また、練習開始後はキャンセルをお受けできません。 

✓入会特典は過去 3 ヶ月以内に在籍のない方、入会後 3 ヶ月以上継続していただける方を対象にしております。 

✓キッズスイミングの入会特典、指定用品のプレゼントは参加短期終了後 1週間以内のお手続きに限ります。また短期教室の入会特典は他の入会特典との併用はいたしかねます。                                                                        

✓休館日は毎週木曜日その他施設点検日、年末年始、夏季休暇もございます。 

入 会 特 典 ● ● ● 

すべてのコースで入会事務手数料 

2,750 円⇒0円 

指定水着＋指定 CAP が 50％オフ  

『参加短期終了日から１週間以内』の入会なら  

指定水着＆指定
．．．．．．．

CAP
．．．

はプレゼント！！
．．．．．．．．

 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

さ らに 

★ベビースイミング★ 

★キッズスイミング★  

大人用スイム CAP＆キャラクタータオル 

をプレゼント♥ 

 

 ★体育・英語・ダンススクール★ 

キャラクタータオルをプレゼント♥ 

 

みなさまのご参加お待ちしております♪  

～英語教室の短期のご案内は裏面です～  

1日、3日コースは毎日 

プール内観覧を実施！ 

お子様のご様子をお近 

くでご覧いた 

だけます。 

動画写真撮影も OK♪ 

 

フレスコキッズスクールの会員さまは 

「れんらくアプリ」から簡単予約が 

できます！ 

     
お申込方法 

↓会員外の方はコチラからどうぞ↓ 

①QR コードを読み取るまたはクリック 

 

②予約フォームで実用事項を入力すれば

予約完了！ 

③１週間以内に５階フロントでお支払いくだ

さいましたら、申込み完了♡ 

https://buscatch.net/scp/ktvl_ibaraki/application/set/479/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレスコキッズスクール恒例の夏休み短期教室に 

英語クラスが仲間入り♥ 
２０２２年５月より『maco mammy English フレスコ茨木校』が開校いたしました! 

新規事業として立ち上げるにあたり、英語の指導力は当然ながら、私共の大切な会員様であるお子さまをお

任せするのには『信頼の置ける人柄』というところも重要なポイントになっておりました。その結果『mac 

o mammy English』さんにお願いすることになりました。代表であり、講師でもある Linda 先生は英語教育

に２５年以上の経験と実績を持ち、ご自身の子育ての経験も活かし、保護者さまの子育てに関するお悩みに

も真摯に受け止め寄り添ってくださいます。フレスコ茨木校の講師は現在 Linda 先生をはじめ外国人講師、

帰国子女の講師などが担当いたします。レッスンは子供達が楽しみながら英語が学べる『マコマミメソッ

ド』というオリジナルメソッドがあり、英語が好きになる仕掛けがたくさん♪お子様自身が英語に興味を持

つことで英語力を身につけることができます。また『毎日が参観日』保護者さまはいつでも見学していただ

けます。ここも『おすすめのポイント』です！ここでは紹介できないおすすめポイントがありますが、 

ぜひ一度、夏休み短教室で体験してみてください。 

日程が合わない場合は体験会も実施しておりますので 

お気軽にお問い合わせください。皆さまのご参加心より

お待ちしております。 

 

 ♥Beginner class♥（初級） 

①7/25（月）～27（水）   ④８/10（水）～12（金） 

１日目 

・英語に興味を持つ 

・アルファベット大文字 

・フォニックス 

２日目 

・簡単な単語や表現に出会う 

・アルファベット大文字がわかる 

・フォニックス 

３日目 ・フォニックスを使って簡単な単語を読む 

 
♥Intermediate class♥（中級） 

②7/28（木）～30（土）   ⑤8/22（月）～24（水） 

１日目 
・簡単な単語や表現を覚える 

・アルファベットフォニックスに慣れる 

２日目 
・アルファベットフォニックスを使い 

簡単な単語が作れる 

３日目 ・習った単語と表現を使い質問ができる 

 

♥Advanced class♥（上級） 

③8/1(月)～3（水） 

１日目 
・あいさつ、自己紹介 

・Be動詞を使った表現 

２日目 ・一般動詞を使った表現 

３日目 
・英検３級までに出てくる単語が入った 

リーディング 

 

【短期教室の日程とカリキュラム】 

◎時 間◎１０：００～１１：００      ◎参加費◎5,610円（税込） 

◎年 齢◎年中～小学生 

◎持ち物◎ 初級   筆記用具、12色色えんぴつ 

      中級～筆記用具 

※短期教室をお休みされた場合には無料で本科教室にて振替レッスン

にご参加いただけます 

※振替先クラスは講師よりお伝えいたします 

本科教室は 45分クラスもございます、予めご了承ください 

※フォニックスとは発音と文字の関係性を学ぶ音声学習法です 

コース 対象 曜日 時間 月会費 

EN1 年中・年長 
水 16：15～17：00 

7,700円（税込） 
土 13：15～14：00 

EN2 小１・２ 
水 17：15～18：00 

土 14：15～15：00 

EN3 小３～ 
水 18：15～19：15 8,690円（税込） 

土 15：15～16：15 

 

短期教室・本科教室ともに「一人でお手洗いに 

行くことができないお子様」の保護者さまは 

レッスン中、教室内で待機していただくか 

観覧席で待機をお願いしております。 

ご協力お願い申し上げます。 

ｍaｃo mammy English KTVスイミングスクールフレスコ茨木校 

 〒567-0816 茨木市永代町 6-2 ☎072-620-7800 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★本科教室のレッスン日時と会費★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★ 

 

 

 

 


