
日 月 火 水 木 金 土
1 2

■4レーン　団体 ■3.4.5レーン　団体
　17：30～20：30 　10：30～12：30

■6レーン　団体
　11：30～14：30
■5レーン　団体
　12：30～14：30

3 4 5 6 7 8 9
■3.4.5レーン　団体 ■1.4.5レーン ■1.4.5レーン ■1レーン　教室 ■1.4.5レーン ■健康半面　教室
　9：00～12：00 　健康半面　教室 　健康半面　教室 　13：00～14：30 　健康半面　教室 　9：30～10：30
■3.4.5レーン　団体 　10：30～12：00 　10：30～12：00 ■健康半面　教室 　13：00～14：30 ■3.4.5レーン　団体
　13：00～16：00 ※時間帯別で最大2レーン ※時間帯別で最大2レーン 　15：20～19：20 ※時間帯別で最大2レーン 　10：30～12：30
■5.6レーン　団体 ■健康半面　教/団体 ■健康半面　教/団体 ■6レーン　教室 ■健康半面　教室 ■6レーン　団体
　17：00～18：30 　15：20～20：00 　15：20～20：00 　17：20～19：20 　15：20～19：20 　11：30～14：30

■5レーン　団体 ■5レーン　団体 ■4.5レーン　団体 ■6レーン　教室 ■5レーン　団体
　17：00～20：00 　17：00～20：00 　17：30～19：30 　17：20～19：20 　12：30～14：30
■6レーン　教/団体 ■6レーン　教/団体 ■4.5レーン　団体
　17：20～20：30 　17：20～20：00 　17：30～20：30
■7レーン　団体 ■4レーン　団体
　17：30～18：30 　19：00～19：30
■4レーン　団体
　18：30～20：30

10 11 12 13 14 15 16
■3.4.5レーン　団体 ■1.4.5レーン ■1.4.5レーン ■1レーン　教室 ■1.4.5レーン ■健康半面　教室
　9：00～12：00 　健康半面　教室 　健康半面　教室 　13：00～14：30 　健康半面　教室 　9：30～10：30
■3.4.5レーン　団体 　10：30～12：00 　10：30～12：00 ■健康半面　教室 　13：00～14：30 ■6レーン　団体
　13：00～16：00 ※時間帯別で最大2レーン ※時間帯別で最大2レーン 　15：20～19：20 ※時間帯別で最大2レーン 　11：30～14：30
■5.6レーン　団体 ■健康半面　教/団体 ■健康半面　教/団体 ■6レーン　教室 ■健康半面　教室 ■5レーン　団体
　17：00～18：30 　15：20～20：00 　15：20～20：00 　17：20～19：20 　15：20～19：20 　12：30～14：30

■5レーン　団体 ■5レーン　団体 ■4.5レーン　団体 ■6レーン　教室 ■3.4.5レーン　団体
　17：00～20：00 　17：00～20：00 　17：30～19：30 　17：20～19：20 　14：30～17：00
■6レーン　教/団体 ■6レーン　教/団体 ■4レーン　団体
　17：20～20：30 　17：20～20：00 　17：30～20：30
■7レーン　団体 ■4レーン　団体
　17：30～18：30 　19：00～19：30
■4レーン　団体
　18：30～20：30

17 18 19 20 21 22 23
■3.4.5レーン　団体 ■3.4.5レーン　団体 ■1.4.5レーン ■1レーン　教室 ■1.4.5レーン ■3.4.5レーン　団体
　9：00～12：00 　9：00～12：00 　健康半面　教室 　13：00～14：30 　健康半面　教室 　10：30～12：30
■4レーン　団体 ■5レーン　団体 　10：30～12：00 ■健康半面　教室 　13：00～14：30
　13：00～15：00 　17：00～20：00 ※時間帯別で最大2レーン 　15：20～19：20 ※時間帯別で最大2レーン

■3.4.5レーン　団体 ■健康半面　団体 ■健康半面　教/団体 ■6レーン　教室 ■健康半面　教室
　15：00～17：00 　19：00～20：00 　15：20～20：00 　17：20～19：20 　15：20～19：20
■5.6レーン　団体 ■5レーン　団体 ■4.5レーン　団体 ■6レーン　教室
　17：00～18：30 　17：00～20：00 　17：30～19：30 　17：20～19：20

■6レーン　教/団体 ■4.5レーン　団体
　17：20～20：00 　17：30～20：30
■4レーン　団体
　19：00～19：30

24 25 26 27 28 29 30
■3.4.5レーン　団体 ■1.4.5レーン ■1.4.5レーン ■1レーン　教室 ■1.4.5レーン ■3.4レーン　団体
　9：00～12：00 　健康半面　教室 　健康半面　教室 　13：00～14：30 　健康半面　教室 　9：00～12：00
■3.4レーン　団体 　10：30～12：00 　10：30～12：00 ■健康半面　教室 　13：00～14：30 ■健康半面　教室
　13：00～16：00 ※時間帯別で最大2レーン ※時間帯別で最大2レーン 　15：20～19：20 ※時間帯別で最大2レーン 　9：30～10：30
■5.6レーン　団体 ■健康半面　教/団体 ■健康半面　教/団体 ■6レーン　教室 ■健康半面　教室 ■5レーン　団体
　17：00～18：30 　15：20～20：00 　15：20～19：20 　17：20～19：20 　15：20～19：20  10：30～11：30

■5レーン　団体 ■6レーン　教/団体 ■4.5レーン　団体 ■6レーン　教室 ■6レーン　団体
　17：00～20：00 　17：20～19：20 　17：30～19：30 　17：20～19：20 　11：30～14：30
■6レーン　教/団体 ■4レーン　団体 ■5レーン　団体
　17：20～20：30 　17：30～20：30 　12：30～14：30
■7レーン　団体 ■3.4レーン　団体
　17：30～18：30 　15：00～18：00
■4レーン　団体
　18：30～20：30

31
■3.4レーン　団体
　9：00～12：00
■3.4.5レーン　団体
　13：00～16：00
■6レーン　団体
　15：00～16：00
■3.4レーン　団体
　16：00～18：00
■5.6レーン　団体
　17：00～18：30

7/17・7/18  7/30・7/31は一部コースが
団体による合宿利用となっております。

ご不便をおかけいたしますが
ご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

≪稼働床水深スケジュール≫
印なし：スケジュール通り
★：日曜スケジュール
☆月～金曜夕方の水深0.83mの時間帯が水深1.14ｍとなる
●：水・木・金曜午前中の水深0.83mの時間帯が水深1.14ｍとなる
○：終日1.14m

※都合により予定が変更になる場合があります
　あらかじめご了承ください
※団体専用利用・教室利用中のレーンは一般の方はご利用
　いただけません

日本製鉄アクアパーク（呉市営プール） 2022年6月20日現在

7月　屋内プール　教室/団体専用利用スケジュール


