
※5・6コース使用

※5・6コース使用

※5・6コース使用

半面貸切

＊9:00～11:00は、半面のみ一般公開

※5・6コース使用

貸　切
１１：２０～２２：００一般公開

13：00～13：55　水泳ワンポイントレッスン※６コース使用

９：００～１５：４０　一般公開

９：００～２２：００　一般公開

15:00～16:00　親子水泳教室　※5・6コース使用 18:30～20:30　水泳指導　※5・6コース使用

貸　切 １８:２０～２２:００
一般公開11:00～11:45＆13:00～13:45アクアエクササイズ

９：００～１５：4０　一般公開
教　室

９：００～１５：４０　一般公開
貸　切

9:00～11:00　水泳指導　※5・6コース使用

11:00～11:45＆13:00～13:45アクアエクササイズ

貸　切
13：00～13：55　水泳ワンポイントレッスン※６コース使用

９：００～２２：００　一般公開
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金

月

5

水

木

火

月

９：００～１５：4０　一般公開
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目黒区立目黒区民センター　屋内プール日程表（２０２1年　11月）　　　　　電話　　３７１１－１１３９　　　　　　　

1

2

3

刺青・タトゥーを露出した状態の方は、ご利用できません。
ラッシュガード等を必ずご着用ください。他の利用者やお子様の不安感を解消し、快適な水泳を楽し
んでいただけるようご理解、ご協力をお願いいたします。ラッシュガード等は、原則としてご自身でご
用意くださいますようお願いいたします。なお、貸出も行っておりますが、数に限りがございます。

公開終了時刻10分前（閉館時は15分前）が最終退水時間となります。最終退館時間は２２時です。チケット購入は、
開始5分前からとなります（更衣室利用時間は公開開始時間と同刻となります。）。尚、一般公開時間帯の表示時刻は
入水可能の時間から退館時間となりますので、お間違えのないようお願い致します。

7

月

16

水

金

金

14

13

18

貸　切 １８:２０～２２:００
一般公開11:00～11:45＆13:00～13:45アクアエクササイズ

29

＊４・１１・１８・２５日はMEGUROスイミングクリニックのため、午後３時30分から午後６時３０分のあいだ、一般公開を休止いたします。

火
９：００～１５：４０　一般公開

日

土

11:00～11:45　水中ウォーキング  ※６コース使用 13:00～13:45　初心者水泳 ※６コース使用　

21

土

月22

20

木

月

土

日
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15

27

30

28

日

12

金

火

木

日

水24

25

木

土

火

貸　切 20:50～22:00
一般公開

９：００～２２：００
一般公開

９：００～２２：００ 一般公開
11:00～11:45　水中ウォーキング  ※６コース使用 13:00～13:45　初心者水泳 ※６コース使用　

９：００～１５：４０　一般公開
貸　切 １８:２０～２２:００

一般公開11:00～11:45＆13:00～13:45アクアエクササイズ

　18:30～20:30　水泳指導　※5・6コース使用

９：００～２２：００
一般公開

９：００～２２：００ 一般公開

教　室
9:00～11:00　水泳指導　※5・6コース使用

11:00～11:45　水中ウォーキング  ※６コース使用 13:00～13:45　初心者水泳 ※６コース使用　

１８:２０～２２:００
一般公開

９：００～２２：００ 一般公開
11:00～11:45　水中ウォーキング  ※６コース使用 13:00～13:45　初心者水泳 ※６コース使用　

貸　切 20:50～22:00
一般公開

９：００～２２：００
一般公開

１１：２０～２２：００一般公開

９：００～１５：4０　一般公開
教　室

9:00～11:00　水泳指導　※5・6コース使用
貸　切

９：００～２２：００ 一般公開
11:00～11:45　水中ウォーキング  ※６コース使用 13:00～13:45　初心者水泳 ※６コース使用　

９：００～２２：００
一般公開

20:50～22:00
一般公開

９：００～２２：００　一般公開

15:00～16:00　親子水泳教室　※5・6コース使用

９：００～２２：００
一般公開

９：００～２２：００ 一般公開

９：００～２２：００　一般公開

15:00～16:00　親子水泳教室　※5・6コース使用 18:30～20:30　水泳指導　※5・6コース使用

９：００～２２：００
一般公開

13：00～13：55　水泳ワンポイントレッスン※1コース分使用

９：００～２２：００一般公開

教　室
９：００～１５：4０　一般公開

18:30～20:30　水泳指導　※5・6コース使用

貸　切 20:50～22:00
一般公開9:00～11:00　水泳指導　※5・6コース使用



※貸切、教室ともに一般の方は入場できません。

※半面のみ一般公開となります。

超 過 料 金 （1時間単位）　　　大人300円　／　高齢者150円　／　子ども150円　／　障がい者150円

詳しくは屋内プール受付の利用案内をご覧下さい。

貸　切教　室
半 面 貸 切

開館時間：9:00～22:00　　　※22:00は完全退館時間となります。貸切・教室で一般公開を中断する場合も22：00が完全退館時間です。

＊４・１１・１８・２５日はMEGUROスイミングクリニックのため、午後３時30分から午後６時３０分のあいだ、一般公開を休止いたします。

利用料金（２時間） 大人400円／高齢者（65歳以上）200円／子ども（おむつの取れた3歳から中学生まで）200円／障がい者200円

利 用 料 金 は ２ 時 間 分 ま で を 基 本 料 金 と し 、そ れ を 超 え る 時 は 超 過 料 金 が か か り ま す 。
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【アクアエクササイズ・水泳指導・スイムクリニック】 
上記の３つが開催される時間帯はプールの公開形式が 
左図となり、５・６コースはご利用できません。予めご了承ください。 

【注意事項】 
 
＊スイミングキャップを着用してください。 
  （スイミングキャップのレンタルはしておりません） 
＊整髪料、化粧品はシャワーでよく落としてからプールに 
  お入りください。 
＊アクセサリーは外してください。 
＊場内へ一般服を着用しての入場（付添、引率含む）はできません。 
＊ウェットスーツでの入水はできません。（ラッシュガードは可） 
＊携帯電話などの電子機器類は持込みできません。 
＊フィン、プラスチック製パドル、シュノーケル、ガラス製ゴーグル、 
  浮き輪、ビーチボート、ビーチボール、はご利用できません。 
＊ビート板にまたがる行為は、破損の原因になるため 
  ご遠慮ください。 
＊入水のときはメガネを外してください。 
  （付添でもかけることはできません） 
＊飛び込み台はご利用できません。 
＊飛び込み、潜水および潜行、逆立ち、肩車、こどもを投げる、 
  後ろから他人を押すプールサイド等場内を走る等の危険行為は 
   おやめく ださい。 
＊盗難防止のため、貴重品は貴重品BOXをご利用ください。 
＊その他、プールスタッフの指示にしたがってください。 

＊平成25年7月1日より、刺青・タトゥーを露出した状態の方は、区立プールへ入

場できません。ラッシュガード等を必ず着用してご入場ください。他のご利用者

様やお子様の不安感を解消し、快適な水泳を楽しんでいただけますよう、ご理

解、ご協力をお願いいたします。ラッシュガード等は、原則としてご自身でご用意

くださいますようお願いいたします。なお、貸出も行っておりますが、数に限りが

ございます。               ＊平成31年4月1日より、土曜日の一般公

開(こどもサポートプラン)につきましては、未就学児の親子または障がいのある

方が利用する場合を除き、指導行為を禁止します。なお、営利活動を目的とす

る指導行為は、条例で禁止されています。 

＊平成31年4月1日より、土曜日の一般公開(こどもサポートプラン)につきまして 

  「障がいのある方専用コース」を設置致します。(13-17時) 

【子供の付添について】 
３歳～小学校２年生までは、高校生以上の付き添い者が必
要になり、一緒にプールに入っていただく必要がございます。
付添者１人につき、２人まで付添いが可能です。 
 

【子供の夜間利用について】 
小学校３年生～６年生の午後６時３０分以降のご利用は、高
校生以上の保護者引率が必要になります。引率の場合、
プールに入る必要はありません。 

楽 し く 学 べ る ス ポ ー ツ 教 室 が 盛 り だ く さ ん ♪ 
目 黒 区 民 セ ン タ ー 体 育 館 ス タ ッ フ ブ ロ グ も ぜ ひ ご 覧 く だ さ い ！ 
http://www.mizuno.co.jp/school/facility/shisetsu_05/staffblog.html  

2 3 4 5 6 

【アクアエクササイズ】  
使用コース：５・６コース  対象者：中学生以上  受講料：無料  定員：15名 
毎週火曜日（祝日のぞく） 午前11時から午前11時45分・午後1時から午後1時45分 
区民センター体育館トレーニング室 の前田由紀によるアクアエクササイズが実施されます！水中で無理なく身体を動かしてみませんか。当日開始３０分前
よりプール受付にて受付いたします。 
【水中ウォーキング】  

使用コース：６コース使用  対象者：中学生以上  受講料：無料  定員：１０名 講師：目黒区民センタープールスタッフ 

毎週月曜日（祝日のぞく） 午前11時から午前11時45分  効果的なウォーキング方法を教えます。水中ウォーキングで健康促進しましょう！ 

【水泳指導】 
使用コース：５・６コース  対象者：中学生以上  受講料：無料 
毎週木曜日（祝日のぞく） 午前９時００分から午前１１時、毎週金曜日（祝日のぞく） 午後６時３０分から午後８時３０分目黒区水泳連盟指導員による水泳指導が実施。 
【水泳ワンポイントレッスン】 

使用コース：6コース使用  対象者：中学生以上  受講料有料(1回500円)  定員：１０名（先着） 講師：目黒区民センタープールスタッフ 
毎週水曜日（祝日のぞく）午後1時から午後1時55分  泳ぎをもっと上手くなりたい方・フォームが気になる方は是非この機会に！ 
【初心者水泳】 
使用コース：6コース使用  対象者：中学生以上  受講料：無料  定員：１０名（先着） 講師：目黒区民センタープールスタッフ 
毎週月曜日（祝日のぞく）午後1時から午後1時45分 泳ぎをこれから始める方是非！ 
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Half Booked

＊9:00am～11:00am half available to public

9:00am～10:00pm　 open to public

6:30pm～8:30pm swim coaching ※in lane 5・6

11:00am～11:45am  aqua walking ※one lane used 1:00pm～1:45pm  beginner swiming ※one lane used

3:00pm～4:00pm Booked ※in lane 5・6

11:00am～11:45am  aqua walking ※one lane used 1:00pm～1:45pm  beginner swiming ※one lane used

9:00am～10:00pmopen to public

Booked 6:20pm～10:00pm
open to public11:00am～11:45am ＆1:00pm～1:45pm aqua exercise ※in lane 5・6

3:00pm～4:00pm Booked ※in lane 5・6

Booked 8:50pm～10:00pm
open to public

11:00am～11:45am  aqua walking ※one lane used 1:00pm～1:45pm  beginner swiming ※one lane used

11:00am～11:45am  aqua walking ※one lane used 1:00pm～1:45pm  beginner swiming ※one lane used

9:00am～3:40pm　open to public
Booked 6:20pm～10:00pm

open to public11:00am～11:45am ＆1:00pm～1:45pm aqua exercise ※in lane 5・6

Booked

9:00am～10:00pm
open to public

9:00am～10:00pm　open to public

9:00am～10:00pm
open to public

Booked
9:00am～11:00am swim coaching ※in lane 5・6

9:00am～10:00pm
open to public

9:00am～10:00pm
open to public

11:20am～10:00pmopen to public

1:00pm～1:55pm swim one point lesson ※one lane used

Booked

9:00am～10:00pm　open to public

Fri

Thu

Mon

8:50pm～10:00pm
open to public

9:00am～10:00pm　 open to public

6:30pm～8:30pm swim coaching ※in lane 5・6

8:50pm～10:00pm
open to public

9:00am～10:00pm　 open to public

6:30pm～8:30pm swim coaching ※in lane 5・6

9:00am～10:00pm　open to public

9:00am～11:00am swim coaching ※in lane 5・6

9:00am～3:40pm　open to public
Booked

Booked 8:50pm～10:00pm
open to public

9:00am～3:40pm　open to public
Booked

9:00am～11:00am swim coaching ※in lane 5・6

6:20pm～10:00pm
open to public

Sat

6:30pm～8:30pm swim coaching ※in lane 5・6

Booked
11:20am～10:00pmopen to public

1:00pm～1:55pm swim one point lesson ※one lane used

9:00am～3:40pm　open to public
Booked

12

Sun

16

9:00am～10:00pm
open to public

11:00am～11:45am  aqua walking ※one lane used

Booked18

13

9:00am～10:00pm　open to public

Mon

17

Fri

9:00am～10:00pm　open to public

9:00am～3:40pm　open to public

9:00am～11:00am swim coaching ※in lane 5・6

9:00am～3:40pm　open to public

9:00am～10:00pm
open to public

Booked

Sun

※Please end your swimming and walking in the pool water before 10 minutes(facility close time/before 15 mintes)
from public closing time.This Facility close 10pm.You can buy ticket　before　5　minutes　from　each　opening
time and use changing room from the same time.

Fri

Thu4

Wed

11:00am～11:45am ＆1:00pm～1:45pm aqua exercise ※in lane 5・6

Mon

5

2

3

Fri

Meguro Citizens Center Indoor Swimming Pool Schedule（２０２1　November）　  Phone 3711-1139　　　　　　　

1

Tue

People who have tattoos are not allowed to enter the pool area unless their tattoos are covered. If you
have tattoos, please  wear a rash guard over your swim suit or apply taping. We appreciate your
cooperation in eliminating the awful feeling of other users and children to ensure  everyone’s enjoyment
in the pool area.
Please bring your rash guard or your tape to a pool.(We have a limited number of rash guards for rent.)

28

29

＊Fully booked 3:30pm-6:30pm on4・11・18・25th. Will be closed to public during the period.

9:00am～3:40pm　open to public

Sat

Thu

Mon8

27

25

19

21

23

20

6

9

22

14

Tue

Wed

11 Thu

15

Tue

26

Sun

Mon

Sun

10

7

Wed

Sat

Sat

Tue

30

24

Wed

1:00pm～1:45pm  beginner swiming ※one lane used

9:00am～3:40pm　open to public
Booked 6:20pm～10:00pm

open to public11:00am～11:45am ＆1:00pm～1:45pm aqua exercise ※in lane 5・6

9:00am～10:00pm　 open to public

3:00pm～4:00pm Booked ※in lane 5・6

1:00pm～1:55pm swim one point lesson ※one lane used

Tue



※The other half will be available to public.

For more information, please see guidance at front desk of the pool.

Extra fee will be charged for use exceeding 2 hours.

Exceeding Fee （per hour）　　　Adult 300yen　／　Senior 150yen　／　Child 150yen　／　Handicapped 150yen

Half Booked

Admission Fee（2hr） Adult 400yen／Senior（over 65）200yen／Child（age 3 w/o diapers～junior high school）200yen／Handicapped200yen

※General user may not enter when booked.

Open Hours：9:00am～10:00pm　　※Must leave facility before 10:00pm at all times.

Booked

【Aqua Excercise・Swimming Lesson】 

During the time above three are held, the pool formation will be as left illustration. Please 

note that lane 5・6 will not be available. 
 

【Notification】 
 
＊Please wear swim caps. 
  （No rental available.） 
＊Please drain hair styling products and make up fully in the shower  
   before entering the pool. 
＊Remove all accessories. 
＊Entering facility with normal clothing is prohibited. （chaperones and 
   supervisors included） 
＊May not enter water with wet suits. （rash guards accepted） 
＊May not bring electrical devices including cell phones.  
＊No use of fins, plastic paddles, snorkels, glass goggles, floats, beach  
   boats, or beach balls. 
＊Do not ride on the kick boards. 
＊Remove glasses when entering water. 
  （including when attending children） 
＊Do not use the diving board. 
＊Do not dive, swim or walk underwater, head stand, piggy back, toss  
   children into water, shove others, or run around the deck.  
＊Please secure valuables in the safe box to prevent loss.  
＊People who have tattoos are not allowed to enter the pool unless their tattoos are 
covered. If you have tattoos, please  wear a rash guard. We appreciate your cooperation 
in eliminating the anxienty of other users and children, and to ensure  everyone’s 
enjoyment of the facilities. 

Please prepare a rash guard yourself. Also, rash guards are available to rent, but a 

number is limited. 

＊From April 1,2019,we will prohibit acts public release (Children support plan)on Saturday 
so that the pool can be used safely and comfortably.The guidance action for the purpose of 
profit-making activities is prohibited by the ordinance,etc. 
Follow the instructions of pool staff. 

＊From April 1st,2019,we well make a swim cause for peop'e who hava disabilities on 
Saturday   Children's sapport plan day 
 

【Attending children】 
Children age 3～2nd grade need a chaperone over 10th 
grade to enter the pool together. 
1 chaperone may attend up to 2 children at once. 
 
【Regarding night time use of children】 
Supervisior over 10th grade must be in charge of 
children 3rd grade-6th grade using the pool after 
6:30pm. 
Entering water will not be necessary. 

Bunch of enjoyable sports sessions ☆ 
Check out our Meguro Citizens Center Gymnasium staff blog!! 
http://www.mizuno.co.jp/school/facility/shisetsu_05/staffblog.html 

【Aqua Excercise】（in lane 5・6）  
every Tuesday 11:00am～11:45am、 1:00pm～1:45pmAqua excercise class will be held by Yuki Maeda of Citizens Center Gymnasium Training Room!! 
Join and excercise in water without stress! We will start accepting registeration from 10:30am、 12:30pm on appointed days. （up to 30 people 
available） 
【Aqua Walking】（one lane used）  
everyMonday11:00am～11:45am 
Max. 10 people. For Junior High school students and above.  
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Changing  Room 

【Swimming Lesson】（in lane 5・6） 
every Thursday  9:00am～11am,every Friday （excluding national holidays） 6:30pm～8:30pm Lessons will be held by an instructor from the Meguro 
Swimming Federation!Join and enjoy learning tips from a friendly instructor !Gather inside the pool facility by starting time  of appointed days. 
【Swimming OnePoint Lesson】（one lane used） 
everyWednesday1:00pm～1:55pm 
Max. 15 people. For Junior High school students and above.  
【beginner Swimming  Lesson】（one lane used） 
everyMonday1:00pm～1:45pm 
Max. 10 people. For Junior High school students and above. 
 

one 
way 
Lane 


