
ウォーターキッズ教室Ⅰ・Ⅱ

開催日：2023年5月1日～7月3日 （全9回） 月曜日（除外日：５月８日 )

2023年5月6日〜7月1日 （全9回） 土曜日

時 間:   15:45～16:45

対 象： 4～6歳の未就学児

定 員： 10名

参加費： 5,940円

●教室参加は教室Ⅰか教室Ⅱのどちらか一方のみの参加になります。

福岡市立博多市民プール
福岡市博多区東那珂1丁目9－15 指定管理者 シンコースポーツ

☎ 092-473-8855 西鉄ビルマネジメントグループ

持参物：水着・水泳帽子・タオル・ロッカー代30円

博多市民プール

参加者募集のお知らせ

博

※状況により教室の内容、期間等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【ハガキ申込み必要事項】
①参加者氏名（ふりがな）

年中か年長のどちらか記載 （4月以降）

②泳力（わかる範囲で）

③申込人数

④保護者氏名（ふりがな）・※続柄

⑤郵便番号・住所・電話番号

⑥緊急連絡先氏名・電話番号・※続柄

※続柄＝参加者から見た続柄。

⑦教室要項・個人情報取り扱い・教室参加同意書

に同意し、申込みいたします。

2023年3月16日～3月31日

までにご応募下さい。（ハガキ必着）

・同教室内きょうだい同時応募可。

※参加決定は払込みハガキの発送され

た方となります。確認されたい方はホーム

ページをご覧ください。

尚、キャンセルで空きが出た場合は抽選

漏れした方から選考させて頂きます。

【申込みから参加までの手順】
※教室要項・個人情報取り扱い・教室参加同意書に同意の上、お申込み下さい。

1．63円のハガキまたは施設配布申込用紙にてお申込み頂きます。

(※応募多数の場合は抽選※）

2．参加費払込用ハガキが届きます。（コンビニ決済）

※教室参加が決定した方のみにハガキが届きます。落選のお知らせ等はございません。

3．コンビニ決済で支払い期限までに払い込み。（２０２３年4月21日まで）

※期限までに払い込みがない場合はキャンセルとみなします。

4．開催日に博多市民プールに来館し教室参加。 １5時30分より、更衣室入場。



個人情報取り扱い同意書・教室参加同意書

1.個人情報の利用目的

お客様から提示いただきました個人情報は下記の目的で利用させていただきます。

⑴プール利用申請手続きのため

⑵受講料金支払い用ハガキ発送に伴う、代行業者への情報提供のため

⑶緊急時の連絡及び教室関連の連絡のため

⑷運動指導内容の参考にさせていただくため

※必要に応じ、講師へ情報の共有をさせていただく場合がございます。

2.個人情報の「第三者提供」について

今回取得させていただく「個人情報」は、原則第三者には提供いたしませんが、教室参加者に関しては、

以下の理由で第三者に提供いたします。

a)提供先：SMBCファイナンスサービス（株）

b)提供の目的：受講料支払い用および当選ハガキ発送代行業務

c)提供する項目：氏名・住所のみ

ｄ)提供の手段：電子データ

3.個人情報の開示請求について

当社は、貴殿の個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用停止・消去及び

第三者への提供の停止に応じます。詳細につきましては、下記の窓口までご連絡ください。

4.個人情報問い合わせ窓口

シンコースポーツ九州株式会社 個人情報管理部 個人情報保護責任者

TEL 092-432-5167

5.教室参加同意書について

参加申し込み後、自己の都合により参加を辞退した場合は参加料の返金を請求いたしません。

私は教室中に負傷したり、事故に遭遇した場合の私に対する補償は、スポーツ教室傷害保険の

範囲であることを了承します。

私は指導者及び職員の指示を守り、自分の責任において参加することに同意いたします。

※お申込みにあたりましては、上記内容および教室要項をよくお読みになり、

確認・同意の上、お申込みください。



ウォーターキッズ教室 教室要項 

  

◼ 申込み方法（募集要項） 

（施設に来館の上、教室の申込書にご記入いただくこともできます） 

郵便はがき（63 円・往復はがき不可）に横書きで 

下記の ★希望曜日（第２希望まで選択可）と 1.から 6.の事項を記入の上、 

お申込みください。 ※４歳以上６歳の年長まで （小学性は不可） 

（はがき 1 枚につき、きょうだい同時申込も可※参加代金も同時支払いになります） 

 ※同時申込の場合１人だけキャンセル等はできません。同時キャンセルになります。 

 

★ 希望の曜日  第 1 希望 (  )  /  第２希望（  ）  

1. 参加者の氏名（ふりがな）・ 年長 か 年中（４月時点）を記載※４歳以上Q5 参照 

2. 泳力（わかる範囲で）または心配ごと 

3. 申込人数 

4. 保護者氏名（ふりがな）・※続柄（通知書送付先の宛名になります） 

5. 郵便番号・住所・電話番号   （通知書送付先の住所になります） 

6. 緊急連絡先氏名・電話番号・※続柄（日中連絡の取れる番号でお願いします） 

※続柄＝参加者からみた続柄   

7. 同意 「教室要項・個人情報取扱い・教室参加同意書に同意します」 

 

◼ 申込先 

〒812-0892 福岡市博多区 東那珂 1-9-15 博多市民プール ｳｫｰﾀｰｷｯｽ教室ﾞ係 

◼ 申込締切日 

２０２３年３月３１日 必着 

◼ はがきの記入例 

郵便はがき 

     812-0892 

 

 

 福岡市博多区東那珂 1-9-15 

  博多市民プール 

ｳｫｰﾀｰｷｯｽﾞ教室係 
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〈希望日〉第 1 希望 土 / 第２希望 月 

1. 博多 太郎（はかた たろう）年長 

博多 花子（はかた はなこ）年中 

博多 一郎(はかたいちろう) 年中 

2. 太郎 R4 キッズ教室参加 

花子 I ﾍﾞﾋﾞｰｽｲﾐﾝｸﾞ 1 カ月参加  

一郎 水が苦手 

3. ３人 

4. 博多 とよか（はかた とよか）母 

5. 〒811-1344 福岡市南区三宅 3-31 

092-123-4567 

6. 南 一男 090-1234-4321（祖父） 

7. 教室要項・個人情報取扱い・教室参加同意書に 

同意します 

↑表面    裏面→ 



申込みの際のご注意 

 

 １枚のはがきで 複数名（きょうだい等）の申し込みの場合 

当選後の支払も同時となり、一部キャンセルや返金はできません。 

 支払いや参加の可否を 別々にする際は １人１枚で応募してください。 

住所・保護者・連絡先が同一であれば 同じ抽選結果といたします。 

 申し込み後の内容変更はできません 

 他の教室 (子ども水泳教室）等と同時申込みはできません 

 

 

◼ 参加方法 

応募者多数の場合は抽選となります。 

当選者への通知は SMBC コンビニ払込票(ハガキ)の発送を以って代えさせていただ

きます。また、HPに当選者の保護者のイニシャルと下４桁～5 桁の電話番号を掲示し

ますので届いた払込票にてご入金をお願いします。落選者への通知はありません。 

抽選による当選者からのキャンセルがあった場合は、応募者の中から選考しご連絡い

たします。また、追加募集や繰り上げ当選等の参加者は、現金でのお支払いとなります。 

 

◼ 当選された方へ 

1. 当選通知として、コンビニ払込票(ハガキ)をお送りいたします。 

2. 申込内容の変更及び一部キャンセルはできません。 

3. 払込用紙で支払期限までにお支払いください。再発行の場合は手数料がかかります。 

4. 支払期限を過ぎるとコンビニ払込票(ハガキ)が利用できなくなりますので、 

ご注意ください。 (当選を無効とさせていただきます） 

5. お支払い後の取消・返金はできません。 

 

 

◼ 教室について 

1. （持ってくるもの）水着・水泳帽子・ゴーグル（持ち物には名前を書いてください） 

タオル・着替え・履いてきた靴を入れる袋・ロッカー代３０円 

2. お休みする場合は、連絡をお願いします。お休みの振替や返金等ありません。 

3. 申込後や期間の途中に教室の参加をとりやめても返金はありません。 

4. 見学室での飲食や撮影は禁止です。荷物で席をふさぐ、寝そべる、大声を出す、 

前席の人がプールを見ず、スマホばかり・しゃべってばかり等で、後ろの方は不快

な思いをされています。お席を譲る、場所を変わる等ご配慮ください。 



5. 水泳教室の前後にプールを利用する場合は水着を着た保護者の付添いと 

利用券が必要です。必ず受付や担当の先生にお申し出の上、利用券をご購入下さい。 

6. 駐車場、近隣、利用者とのトラブル等で教室事業運営にご協力やご理解を得られな

い場合は、教室を中止することがございます。 

 

◼ 臨時休館や教室の取りやめついて 

施設の臨時休館、天候不良や感染症等による教室の取りやめ等の場合は 

翌週への振替や５週目開催等での対応を予定してします。 

長期にわたる場合は教室を中止する場合もございます。また、その場合②や③の教室開

催を中止、変更する場合もございますので、ご了承ください。 

   

「 ウォーターキッズ教室 」に関するよくある質問 

 

Q1：コンビニ払込票(ハガキ)に記載されている金額以外に費用がかかりますか？ 

A1：コンビニ払込票(ハガキ)に記載されている金額は参加料です。 

  払込用紙を再発行した場合は再発行の手数料 330 円がかかります。 

  荷物はロッカーにいれるか保護者がご持参ください、鍵は教室で預かります。 

ロッカー代 30 円は必要。別途教室参加に必要なものはご準備ください。 

 

Q2：インターネットや電話で申込むことはできますか？ 

A2：応募方法は郵便はがきか、施設での直接申込に限定しております。 

 

Q3：応募の際に小学生教室も同時に申し込みました扱いはどうなりますか？ 

A3：１枚のはがきで１教室の申し込みです。どちらか無効となります。 

 

Q4：当選・落選は確認できますか？ 

A4：当選された方にはコンビニ払込票(ハガキ)を発送いたします。 

落選された場合は通知いたしませんのでご了承ください。 

 

Q5：もうすぐ４歳になります。申込できますか？ 

A5：開催期間中に４歳になる場合は お申し込みできます。 

   

Q6：兄弟で申し込みます。どちらかが落選したりしますか？ 

A6：同じハガキや、同一住所/氏名/電話番号/連絡先での申込みの場合、当落は同じです。 

 

 



Q7：追加募集はいつからですか？ 

A7：抽選の場合はキャンセルか払込期限を待って入金を確認後、当選しなかった 

申込者の中から抽選し順次連絡を行い先着にて受付いたします。 

募集定員に至らない場合は先着順にて追加募集をいたします。 

 

Q8：申し込んだ教室に行けなくなった場合、取消しや変更はできますか？  

また、人数の変更や別の人への変更はできますか？ 

A8：一度お申込みいただいた申込内容の変更はできません。 

また、コンビニ払込票(ハガキ)内容の訂正、代金払込後の取消しや返金はできません。 

 

Q9：銀行や郵便局の窓口・ATMで支払えますか？ 

A9：お送りする払込用紙はコンビニエンスストア専用のものです。 銀行や郵便局の窓口や

ATM ではご利用いただけません。 

※以下のコンビニエンスストアで送金手続きができます（2023年 2 月現在）。 

●セブン－イレブン ●デイリーヤマザキ ●セイコーマート ●ローソン  

●ハマナスクラブ ●ファミリーマート ●ポプラ ●ミニストップ ●MMK設置店 

 

Q10：ネットバンク送金やクレジット･カード決済は出来ますか？ 

A10：ネットバンク送金やクレジット･カード決済はご利用いただけません。 

 

Q11：２教室以上当選して手元にコンビニ払込票(ハガキ)が複数枚届きました。払込用紙の

金額を訂正して取りまとめて払込みできますか？ 

A11：必ず送付されたそれぞれのコンビニ払込票(ハガキ)をそのままお使いください。 

また、払込用紙には何も記入しないでください。金額訂正もできません。 

 

Q12：コンビニ払込票(ハガキ)をなくしました。 

A12：コンビニ払込票(ハガキ)の再発行は有料です。速やかにご連絡ください。 

 

Q13：コンビニ払込票(ハガキ)に印字されている払込期限を過ぎてしまいました。 

A13：払込期限を過ぎたコンビニ払込票(ハガキ)は使用できません。当選が無効となります。 

 

Q14：応募者と別の住所にコンビニ払込票(ハガキ)送ってもらえますか？ 

A14：応募の際にご記入いただいた住所・氏名あてのご送付のみとなります。 

 

Q15：水泳教室への送迎、見学は必ず必要ですか？ 

A15：送迎は必ず必要です。見学しない場合も必ず連絡は取れるようにしてください。 


