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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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◆ 会費引き落としのご案内 ◆ ９・１０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 2９年１０月９日（月） ◆ 

 

 

 



 

 

進級おめでとう！！ 

☆１０級から９級へ合格☆ 

磯崎 莉亜 くん 松村 賢吾 くん 中居 篤志 くん 森園 蒼 くん 杉山 蓮 くん 

力石 樹錬 くん 吉崎 幸太 くん 宮崎 充仁 くん  

☆９級から８級へ合格☆ 

 田 柑奈 さん 畑 愛羅 さん  的場 天音 さん 清水 愛梨菜 さん 大石 愛奈 さん 

筒井 幹太 くん 磯崎 菜沙 さん 北村 海翔 くん 山本 蓮侍 くん 

☆８級から７級へ合格☆ 

田中 大翔 くん 髙橋 颯恋 くん   泉 俐玖 くん 平田 菜々子 さん 嶋田 弥華 さん 

髙畑 琴羽 さん 吉川 瑠華 さん 池田 優希 くん 世一 啓樹 くん   山中 璃子 さん 

辻 埜愛 さん  瀧澤 真名以 さん 

☆７級から６級へ合格☆ 

小嶋 悉 くん 大橋 春心 くん 吉川 創悟 くん 今中 咲希 さん 水野 聡太 くん  

☆６級から５級へ合格☆ 

北村 和花 さん 栗原 風花 さん 力石 美月 さん 川西 晃平 くん 山中 裕翔 くん 

吉田 優雅 くん 

☆５級から４級へ合格☆ 

増田 帆夏 さん 堀江 琥太郎 くん 朽木 彩迦 さん 伊藤 芳春 さん 殿村 渉 くん 

田邊 志音 くん 

☆４級から３級へ合格☆ 

中嶋 知優 さん 前田 壮真 くん 須戸 樹 くん 荒木 海志 くん 中川 翠月 さん 

☆３級から２級へ合格☆ 

高山 玲菜 さん 中辻 萌 さん 小倉 結月 さん 寺田 琉成 くん 北村 勇翔 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☆ 

本庄 未怜 さん 桑原 侑良 さん 藤本 そよ さん 

☆１級からＳ１級へ合格☆ 

伊藤 奎太 くん 西川 直樹 くん 

☆Ｓ１級からＳ２級へ合格☆ 

宮元 碧士 くん 戸田 英希 くん 

☆Ｓ３級からＳ４級へ合格☆ 

宮川 匠吾 くん 二宮 怜 くん 

初！２５ｍ完泳 

藤田 蓮介 くん 髙橋 暖乃 さん 

 

◇ 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2９年1月～平成2９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 

201７年 1 月分 12 月２７日 201７年 7 月分 6 月 27 日 

201７年２月分 1 月 2７日 201７年 8 月分 7 月 2７日 

201７年３月分 2 月 2７日 201７年 ９月分 8 月 2８日 

201７年４月分 3 月 2７日 201７年 10 月分 9 月 2７日 

201７年５月分 4 月２７日 201７年 11 月分 10 月 2７日 

201７年 6 月分 5 月 2９日 201７年 12 月分 11 月 2７日 

 

平成２９年９・１０月の予定 

９月２２日（金）  ～ ９月２７日（水）泳力認定日 

９月２９日（土）  ・ ９月３０日（土）レッスン休止日 

１０月１日（日）  ～ １０月５日（木）休館日 

１０月２３日（月） ～ １０月２８日（土）泳力認定日 

１０月３０日（月） ・ １０月３１日（火）レッスン休止日 

 

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、入会をお断りさせて頂いる教室がございますので、 

下記の表をご参照の程、宜しくお願い致します。（平成 29 年８月末現在の表） 

 

 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  とても多い 
入会注意 

残り枠数若干名 
少ない 

金 － 普通 
入会注意 

残り枠数若干名 
とても多い 

  11：15～ 10：00～ 15：1５～ 

土 － とても多い 
入会注意 

残り枠数若干名 

入会制限 

教室定員 

  

 

 

 

 
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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

          

      女性の尿もれ  

 女性の３人に１人が尿もれを体験しているというデータがあります。その一方で、多くの

方は、誰にも相談できずに悩んでいるようです。尿もれは、治療を受ければ、治る病気です。 

その治療効果は高く、７０～８０％の人はもとの生活を取り戻すことができます。 

 

              腹圧性尿失禁 

 女性の尿もれには、大きくわけて、腹部を圧迫したときに起こる「腹圧性尿失禁」と、尿

意を感じてからトイレに行くまでにもれてしまう「切迫性尿失禁」があります。 

 女性の尿もれで多いのは、「腹圧性尿失禁」です。腹圧性尿失禁は、筋肉や千維組織ででき

た骨盤低とよばれる、膀胱や子宮を部位が弱くなることで起こります。 

 骨盤低が弱くなる主な原因は、出産や肥満、加齢（女性ホルモンの減少）です。 

 こうしたケースでは、医師に指導を受け、骨盤低筋を鍛える簡単な運動を習慣にすること

で、かなりの数の人に改善が見込めます。また、運動療法以外にも、尿道をメッシュのテー

プでサポートする、非常に効果的な手術療法もあります。 

 

              切迫性尿失禁 

 切迫性尿失禁は、膀胱そのものや、脳や脊髄の障害が関係することによって起こります。

たびたびトイレにかけこむ「頻尿」になること、そして、一度に大量の失禁があるため、尿

パットでは対応しきれないケースが多くあります。 

 とはいえ、けっして悲観しないでください。 

 おもに抗コリン薬を使用した、膀胱の筋肉を適切な状態にする薬物療法を受ければ、多く

の場合、その症状を改善することができます。 

 女性の尿もれは、身体の構造上、どなたにも起こりえる病気です。尿もれで悩む方は、一

日も早く、泌尿器科を受診することをお勧めします。 

 

 

          

 


