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入会案内・レッスン内容・イベント情報などなど… 

色んな情報満載！今すぐチェック！！ 
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◆ ５月進級者       ◆ 初！２５ｍ完泳者  ◆  

◆ 会費引き落としのご案内 ◆ ６月、７月の予定  ◆  

◆ 諸手続のご案内     ◆  美容と健康のコラム ◆ 

 

 

◆ 来月号発行予定日： 平成 2８年７月１１日（月） ◆ 

 

 



    

 

進級おめでとう！！ 

☆１０級から９級へ合格☆ 

大山 陽菜乃 さん 中村 亜依 さん 

☆９級から８級へ合格☆ 

大橋 颯都 くん 細川 柚奈 さん 田邊 志音 くん 山尾 悠太 くん 山本 真史 くん 

☆８級から７級へ合格☆ 

田川 実侑 さん 久郷 創太 くん 田邊 璃音 さん 増田 帆夏 さん 奥村 駿一 くん 

山中 裕翔 くん 

☆７級から６級へ合格☆ 

岡島 一稀 くん 谷田 孝大朗 くん 髙森 美咲 さん 吉川 太智 くん 細溝 由鈴 さん 

相葉 奈緒子 さん 吉田 瑛仁 くん 泉 湧太 くん 岩﨑 玄 くん 箕浦 悠人 くん 

山本 陽史 くん 姉川 記子 さん 的場 健太郎 くん 

☆６級から５級へ合格☆ 

山尾 陽菜 さん 植道 将星 くん 饗場 慶 くん 吉田 学人 くん 須戸 樹 くん 

藤田 暁 くん 渡辺 紗也 さん 小堀 歩育 さん 石原 楓真 くん 増田 海斗 くん 

井上 卓海 くん 岡田 楓加 さん 川西 英護 さん 

☆５級から４級へ合格☆ 

北村 勇翔 くん 京谷 穂実 さん 小椋 繰 さん 久郷 真奈 さん 

☆４級から３級へ合格☆ 

大石 陽菜 さん 清水 麗那 さん 山脇 瑠晟 くん 吉田 隆斗 くん 

☆３級から２級へ合格☆ 

岩村 惺太 くん 須戸 ここね さん 池田 巧斗 くん 三浦 唯人 くん 中村 海晴 くん 

松井 心優 さん 堀江 朋伽 さん 勝本 小弥太 くん 三浦 大輔 くん 

これからはタイムを目標にがんばろう！！ 

☆２級から１級へ合格☆ 

池宮 伸晃 くん 木田 有威 くん 髙森 弘泰 くん 田原 大聖 くん 山口 智花 さん 

髙畑 壮汰 くん 北村 優羽 さん 宮川 陽菜 さん 

☆１級からＳ１級へ合格☆ 

辻村 源成 くん 宮崎 真仁 くん 畑澤 泉綺 くん 清水 亜弥 さん 橋本 錬 くん 

三橋 拓斗 くん 國友 紅亜 さん 仁木 虎太郎 くん 佳山 勝彦 くん 姉川 華子 さん 

☆Ｓ２級からＳ３級へ合格☆ 

神崎 野乃 さん 

初！２５ｍ完泳 

寺村 維真 くん 江川 雅隆 くん 藤田 暁 くん 岩﨑 塁 くん 松島 笙 くん 

    小堀 真依 さん 清水 愛友 さん 鈴木 雄大 くん 

 

◇ ６級（黄色帽子）では、合格・不合格に関わらず、２５ｍを完泳出来たお子様に完泳証明証



をお渡ししています。まだ、もらってないお子様がいましたらコーチまでお知らせ下さい。 

 

☆ 会費等引落日のご案内 ☆ 
当校をご愛顧、ご利用頂きまして誠にありがとうございます。 

下記に平成2８年1月～平成2８年１２月までの引落日程のご案内致しますのでご参

考として頂きます様にお願い申し上げます。          （27 日振替用） 

月会費等該当月 引落日 月会費等該当月 引落日 

201６年 1 月分 12 月 2８日 201６年 7 月分 6 月 27 日 

201６年２月分 1 月 2７日 201６年 8 月分 7 月 2７日 

201６年３月分 2 月 2９日 201６年 ９月分 8 月 2９日 

201６年４月分 3 月 2８日 201６年 10 月分 9 月 2７日 

201６年５月分 4 月２７日 201６年 11 月分 10 月 2７日 

201６年 6 月分 5 月 2７日 201６年 12 月分 11 月 2８日 

 

平成２８年６月、７月の予定 

 

６月２２日（水）～ ６月２８日（火）泳力認定日 

    ６月２９日（水）          レッスン休止日 

    ７月２５日（月）～ ７月３０日（土）泳力認定日 

 

各種届出のご案内 

★ コース変更届の提出 ★ 

練習時間、曜日等の変更は早めにお願致します。 

クラスによってはお待ち頂く場合もございます。 

★ 退会届の提出 ★ 

退会届は当月の 10 日までに体育館受付にて手続きをお願い致します。 

※電話等では受け付けられません。 

 

★ 教室振替について ★ 

通常レッスンをお休みした場合・・・ 

当月・翌月の泳力認定日を除く通常レッスンへ振替ができます。 

泳力認定日をお休みした場合・・・ 

当月・翌月に振替ができます。（泳力認定日でも可能） 

振替日が決定したら・・・ 

練習振替希望日の前日の営業終了時間までに電話でお申し込み下さい。 

 



こども水泳教室在籍状況 
 

クラス変更、振替教室をする際は、出来る限り空いているクラスへの変更をお願い

致します。 

在籍が多いクラスへの振替等を制限させて頂く場合もございますので、ご了承くだ

さい。 

尚、平成２８年５月より金曜日１６：３０～教室以外のとても多い教室に対して 

入会をお断りさせて頂きますのでご了承の程、宜しくお願い致します。 

 

 14：30～ 15：30～ 16：30～ 17：４５～ 

月 － 普通 とても多い 少ない 

火 － 普通 とても多い 少ない 

水 少ない 普通 多い 少ない 

金 － 普通 とても多い とても多い 

  11：15～ 10：00～ 15：1５～ 

土 － 普通 とても多い 少ない 

  

 

 

 

 
スイミングを通じて、子どもの成長を近くで感じて見ませんか？ 

研修を行いますので、経験のない方でも大丈夫です。子どもが好きな方、スポーツが

好きな方、大歓迎！！ 興味をお持ちでしたら、『高橋・多賀』までご連絡下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

          

     生ゴミの悪臭抑え込む 

 

 気温が上がるこれからの季節は、生ゴミの悪臭が発生しやすくなる。うまく抑え込む方法 

はないだろうか。 

 生ゴミの悪臭は食材が腐敗することで発生する。特にたんぱく質を多く含む肉や魚などか 

から出やすい。｢腐敗｣とは、たんぱく質や炭水化物などが細菌によって分解される科学変化。 

 たんぱく質はアミノ酸に、アミノ酸はアルコールや二酸化炭素、脂肪酸などに分解される。 

このうち、アミノ酸が分解される過程でアンモニアや硫化水素などが発生する。これが悪臭 

の正体。アンモニアはツンと鼻につく刺激臭、硫化水素は腐った卵のような臭いがする。 

 細菌は、肉や魚などの食品に元から存在しているものと、手やまな板などから食品に移っ

てくるものがある。いずれも、栄養分が豊富にあり、気温が高く、水分が多い環境で盛んに 

増殖する。台所の三角コーナーなどにある生ゴミは、これらの条件がそろった｢格好のすみか｣ 

といえる。 

 腐敗を進める細菌は、食中毒の原因菌となるサルモネラなどとは異なる。体内に入っても、 

必ずしも腹痛や下痢などを起こすとは限らない。ただし、腐敗が進みやすい環境では、食中

毒菌も同じように増殖しやすいので注意が必要だ。 

 アンモニアや硫化水素には、ハエなどが集まってくる。これも衛生上好ましくない。生ゴ

ミの悪臭を断つことは、衛生的な環境を保ち、体の健康を守る意味からも大切だといえる。 

 

         腐敗を進みにくく 

 

 生ゴミの悪臭を断つには、なるべく水分を取り除いて腐敗を遅らせることだ。 

 たまった生ゴミを新聞紙で包みポリ袋などで密封する。新聞紙がゴミの水分を吸ってくれ

るため、腐敗が進みにくくなる。ふた付きのゴミ箱に入れてしまえば、臭いをかなり押さえ

込める。 

消臭スプレーや重曹を振りかける方法も一定の効果があるが、腐敗そのものを止めること

はできない。 

三角コーナーや排水口周りは、食器用とは別のスポンジなどでこまめに洗う。細菌の多い

場所に生ゴミを入れないようにしましょう。. 

 

 

 

 

          

 


