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今しかない大切な成長期にしなやかなで強い身体づくりを!

達成感!!達成感!! 体力・体幹力体力・体幹力

0才　～　3才0才　～　3才 幼児期　～　小学生幼児期　～　小学生 8・9才　～　12才8・9才　～　12才 12才　～　中高生12才　～　中高生 大人　～　100才大人　～　100才

生きていくために周りの環境からの刺激を
強烈な早さで吸収する大切な時期、脳の神
経細胞の70%～80％が出来上がる大切
な時期です。

興味のある事やバランス感覚など幼児期に
なるべく多くの体験をしておくと幅広い豊か
な適応力を持った神経細胞が育つ。想像力
豊かに初めての事でもできるようになる。

自立心が芽生え身体も顕著に成長する時期、成長
に合わせての全身運動は将来の身体づくりと体力
づくりの決め手になる。集中してスポーツ（水泳等）
を行うと人間形成としての自信を培う。

体力も充実して受験勉強も集中して頑張れる時期。心身
の成長のためには全身運動は不可欠！！定期的に全身
運動（水泳やランニング等）は疲労した脳を休め
さらに集中して効率よく受験勉強に励むことができる。

１００才まで元気に歩くために！！
水中での運動は、自分の体重は水が支えて
くれるので関節に優しく、自分の体力に合わ
せて安全に全身運動できます。
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自信がつく自信がつく

2020年●感謝の気持ちを込めて2020年●感謝の気持ちを込めて

ご来館時のお願い
●熱やせきなど体調に不安がある方はご遠慮ください。
●来館時にマスクの着用、入館時には手の消毒をお願いします。

★希望の通常スクールを選んでお申し込み下さい。
●詳しい時間等はホームページでご確認下さい。
お問い合わせ
ご予約は
コチラから TEL.375-3224

無料無料
無料体験キャンペーン無料体験キャンペーン

2,020円（4回）2,020円（4回）税込税込通常 5,500円通常 5,500円

2,020円2,020円税込税込

お試し後の入会は
初月会費のみで始められます
お試し後の入会は
初月会費のみで始められます

ライブスポーツ将監ライブスポーツ将監

日曜スイミング特別無料体験会

楽しく体験している
ところをご覧下さい！
楽しく体験している
ところをご覧下さい！

お一人様1回
通常スクールを無料で体験できます
お一人様1回
通常スクールを無料で体験できます

❶そのまま
　続けたい!!
❶そのまま
　続けたい!!
体験後即入会で （入会金・事務手数料・年会費・初月会費込み）

感謝のコミコミ

❷もう少し試してみたい!!❷もう少し試してみたい!!
あと4回お試しができます

お友達を
紹介すると
お友達を
紹介すると さらに特典が!!

体験後

12月27日（日） 11：00～12：00
定員30名（要予約） 対象:4才～小学3年生まで
12月27日（日） 11：00～12：00

定員30名（要予約） 対象:4才～小学3年生まで
プールが初めての子 大募集！！

どんな練習をやっているのか体験できるよ！
プールが初めての子 大募集！！

どんな練習をやっているのか体験できるよ！

最後の

※スイミング、スタジオ共に各1回ご利用いただけます。

詳しくは
裏面へ
詳しくは
裏面へ

入会特典

水着水着

水泳帽子水泳帽子 くつ袋くつ袋

スクールバッグスクールバッグ

もちろん
スクール用品も
プレゼント!!

もちろん
スクール用品も
プレゼント!!

大人フィットネスコース
大人スイミングスクール
大人フィットネスコース
大人スイミングスクール

※バス送迎はございません。

4泳法を覚えたら育成コース
さらにステップアップ選手コース
他にも水中運動がメインのＪコース

4泳法を覚えたら育成コース
さらにステップアップ選手コース
他にも水中運動がメインのＪコース



ナント!紹介者へは
ライブスポーツ商品券2,000円分＋

スクール水着20%OFF券

プレゼント!!プレゼント!!

会員または
無料体験受講や
お試し受講された方
からの紹介で

会員または
無料体験受講や
お試し受講された方
からの紹介で

●●体験後お友達を紹介してみんなで元気になろう！！お友達を紹介してみんなで元気になろう！！

■スイミングスクール
■バレエ教室 ■フィットネス

スクールバス送迎！！スクールバス送迎！！

※バスコース・時間帯などの詳細はフロントにお問い合わせ下さい。

北高森・高森・桂 方面
成田 方面
向陽台・東向陽台・山の寺・明石台・明石南 方面
杜の丘・杜の橋・鷹乃杜・泉ヶ丘・富ヶ丘 方面
高玉町・泉中央 方面
紫山・寺岡・将監 方面
明石台 方面
上桜木・大清水 方面

1号車
2号車
3号車
6号車
7号車
10号車
11号車
12号車

■ 国見スイミングクラブ
■ ライブスポーツ将監
■ フィットネスクラブりらいぶ
■ ライブスポーツ錦ケ丘
http://livesports-swim.jp/

株式会社ライブスポーツライブスポーツ将監
〒981-3132 仙台市泉区将監4-29-1
TEL.375-3224

今すぐ電話予約を！

【受付時間】月～土曜日…10：00～19：00　【休 館 日】日曜日、年末年始は、休館日となります。

まつしま
メモリーランドさん

カーチスメガ仙台さん

と は１２月 １月
※このチラシは１月末までのキャンペーンです

お試し教室●お試し教室●４回

2,020円2,020円5,500円5,500円
税込

通常 2,020円2,020円2,020円5,500円5,500円5,500円
税込

通常 2,020円2,020円2,020円5,500円5,500円5,500円
税込

通常 2,020円2,020円5,500円5,500円
税込

通常 2,020円2,020円2,020円5,500円5,500円5,500円
税込

通常 2,020円2,020円2,020円5,500円5,500円5,500円
税込

通常

で受講できますで受講できます
もちろんスクール用品も

全品プレゼント!!全品プレゼント!!

受講後の入会特典受講後の入会特典
※受講後１週間以内のお手続き※受講後１週間以内のお手続き

初月会費のみで
はじめられます
初月会費のみで
はじめられます
初月会費のみで
はじめられます
初月会費のみで
はじめられます

会員さんの声をいただきました会員さんの声をいただきました

スイミングだけじゃない！！スイミングだけじゃない！！

小泉律果ちゃん(２歳)とお母さま小泉律果ちゃん(２歳)とお母さま

・プールは初めて、水もこわい
・集団行動を身につけたい
・とにかく身体を動かしたい ｅｔｃ・・

・プールは初めて、水もこわい
・集団行動を身につけたい
・とにかく身体を動かしたい ｅｔｃ・・

【参加コース】
A親子コース

■始めたきっかけは？
助産師さんから勧められて

■始めて良かったことは？
天候に左右されずいつでも
来られること。風邪をひき
にくくなった事
■一言
みんなも一緒やりましょう！！

牧野君とお母さま 在籍１０年牧野君とお母さま 在籍１０年
【参加コース】選手コース
■始めたきっかけは？
将来的に泳げないよりは泳げたほうが良いと思い、兄が通っていたので
一緒に習わせました。

■始めて良かったことは？
体力がついたこと。幅広い年齢の方と接する機会が増えあいさつや敬語
などが自然と身についたと思います。弱音を吐いたときはコーチや仲間、
先輩方に支えられ今では「ものすごく楽しい」と言って通っています。

■一言
アットホームなライブスポーツを親子共々気に入っているのでこれからも
　よろしくお願いします。

■始めたきっかけは？
震災後どこもプールがクローズしている中ライブスポーツが
オープンして下さって助かりました。そして、コーチの指導力に
惹かれて入会しました。
■水泳や運動を続けてきて良かったことは？
水に入ると身体も心も解放され楽しく良く眠れます。そして1番は
仲間との出会いが自分の財産となっていること。

■これからの目標は？
この楽しさを生涯スポーツとして続けたい
　今後も練習を頑張りますのでコーチよろしくお願いします！

U.Mさん 水泳を始めてから約30年U.Mさん 水泳を始めてから約30年
【参加コース】　フィットネスコース

全部ライブスポーツに
お任せください！

全部ライブスポーツに
お任せください！
まずはスクールを体験してみてください。まずはスクールを体験してみてください。

中学生になるとダンスが必須科目です。
今のうちからリズム感や柔軟性を養い、
強い体を作りましょう！

技を磨く！マット運動、跳箱、鉄棒はもちろん！！
やわらかい体を手に入れ、種目をステップ
アップしていこう。
■木曜日　園児　15:30～16:30、 

小学生　16:30～17:30　
【週1回】 6,000円

■火曜日 ・ 金曜日
小1～小3 16：30～17：30　

　　　　　小3～小6 17：30～18：30
【週1回】 6,000円　　【週2回】 7,000円

■月曜日　園児 15:30～16:30
小学生 17:30～18:30

■水曜日　園児～小学生2年生 16:30～17:30
小学生 17:30～18:30

■土曜日　園児～小学生 13：30～14：30
【週1回】 6,000円　【週2回】 7,000円

■月曜日　年長～小3 16:30～17:30
■土曜日　小学生 11:30～12:30
【週1回】 6,000円　　【週2回】 7,000円

ヒップホップ キッズ体操教室 キッズバレエ教室

大人の方も

初めての人でも大丈夫！基礎からしっかり
学べるよ！

空道教室

★空道教室、キッズ体操教室、ヒップホップは無料体験、お試し教室から選べます。
★キッズバレエ教室は、1回の無料体験のみとなります。
★空道教室、キッズ体操教室、ヒップホップは無料体験、お試し教室から選べます。
★キッズバレエ教室は、1回の無料体験のみとなります。

適度な運動は
大切!!
適度な運動は
大切!!

●顔写真（3×4cm） 
●引き落とし口座（七十七銀行又は郵便局）と口座届出印
●入会月の月会費（月半分からのご入会は1.5か月分の会費）
※キャンペーンは6カ月以上在籍される方に限ります。
※お申し込み後の返金は出来ません。※価格はすべて税別です。

入会申込み時にご用意していただくもの




