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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 ◆ ４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３０年５月１４日（月） ◆ 

 

 

 



 

 

進級おめでとう！！ 

☆１０級から９級へ合格☆ 

湊 教兵 くん 山岡 律 さん 大橋 航希 くん 藤嵜 純平 くん 奥山 彪真 くん 

☆９級から８級へ合格☆ 

江竜 果音 さん 本庄 知輝 くん 三原 妃華 さん 阿藤 悠太 くん 中井 逢斗 くん 

大西 悠騎 くん 

☆８級から７級へ合格☆ 

的場 天音 さん 三浦 芽生 さん 北村 海翔 くん 田中 昴 くん 田中 友菜 さん 

増田 世那 くん 岡本 実優 さん 藤居 縞平 くん 

☆７級から６級へ合格☆ 

清水 凌友 くん 髙畑 琴羽 さん 磯崎 菜沙 さん 森 壮司 くん 吉岡 暉倫 くん 

秋山 大洋 くん 

☆６級から５級へ合格☆ 

湊 創司 くん 佐々木 海吏 くん 北村 良太 くん 浅井 結梨 さん 三浦 蓮人 くん 

山中 璃子 さん 久郷 創太 くん 西木 逢奈 さん 藤田 真名以 さん 

☆５級から４級へ合格☆ 

大橋 春心 くん 北川 陽愛 さん 北川 陽聖 くん 田中 悠暉 くん 山本 陽菜 さん 

新木 利奈 さん 吉田 優雅 くん 川瀬 鉄太 くん 

☆４級から３級へ合格☆ 

津田 裕哉 くん 伊藤 芳春 さん 田中 彩織 さん 川嵜 仁 くん 田邊 璃音 さん 

☆３級から２級へ合格☆ 

藤田 優杏 さん 姉川 記子 さん 田川 実侑 さん 

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☆ 

松井 統哉 くん 杉山 大和 くん 水谷 祐介 くん 

☆Ｓ１級からＳ２級へ合格☆ 

木下 瑛詩 くん 伊藤 奎太 くん 大石 陽菜 さん 池宮 伸晃 くん 金戸 汰知 くん 

☆Ｓ２級からＳ３級へ合格☆ 

川嵜 視景 くん 水野 敬太 くん 畑澤 泉綺 くん 髙橋 優空 さん 

☆Ｓ３級からＳ４級へ合格☆ 

世一 煌晴 くん 澤 星琥 くん 

☆Ｓ５級からＳ６級へ合格☆ 

大西 峻平 くん 

初！２５ｍ完泳 

筒井 明佳里 さん 力石 梨心 さん 谷田 しおり さん 瀧澤 明日斗 くん 山尾 悠太 くん 

藤田 真名以 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３０年 1 月～平成３０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 

201８年 1 月分 12 月２７日 201８年 7 月分 6 月 27 日 

201８年２月分 1 月 2９日 201８年 8 月分 7 月 2７日 

201８年３月分 2 月 2７日 201８年 ９月分 8 月 2７日 

201８年４月分 3 月 2７日 201８年 10 月分 9 月 2７日 

201８年５月分 4 月２７日 201８年 11 月分 10 月 2９日 

201８年 6 月分 5 月 2８日 201８年 12 月分 11 月 2７日 

 

平成３０年４月の予定 

４月２３日（月） ～ ４月２８日（土）泳力認定日 

４月３０日（月）      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３０年 4 月 1 日現在の表） 

 

 14：30～ 15：30～ 16：30～ 17：４５～ 

月 － 少ない 多い 多い 

火 － 少ない    普通 多い 

水 普通 普通 多い 少ない 

金 － 少ない    多い    普通 

  11：15～ 10：00～ 15：1５～ 

土 －    普通      多い    普通 

  

 

 

 

 
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。  

 

 

 

 

 



 

      

          

      四月病にご用心 

 

        ｢五月病｣ならぬ｢四月病｣は、春先特有の症状。 

 うららかな気候と、新年度が始まるにあたっての高揚感。一見すると、病気とは無縁に

感じる４月ですが、健康に気をつけるべき点がいくつもあるということ、ご存じでしょう

か？いわゆる｢五月病｣同様に、正式な病名ではありません。 

 

新しい環境が生むストレス対策に…普段暮らしに深呼吸をちょい足し 

４月といえば新学期や新入社、新しい部署に配属されたりと、とかく新しい環境が訪れ

がちな季節です。また、心機一転して何か習い事やスポーツを始めるといった方も多くい

らっしゃることでしょう。 

気持ちが充実しているために、あまり顕著に意識しないかもしれませんが、これまでと

は勝手の違うなれない環境に身を置いているうちに、おのずとストレスを溜めてしまうケ

ースもあることでしょう。こうしたストレスは、いわば万病のもと。不眠症などにも陥り

やすいため、どんどん悪循環にハマってしまい健康を害することも考えられます。 

 そんなストレス対策において最も簡単かつ効果が期待できるのが、深呼吸。なんだ、そ

んなことかと言わないでください。皆さん、深呼吸を最後にしたのはいつですか？郊外に

出かけて自然の中にどっぷりと浸かったときは深呼吸するかもしれませんが、普段の暮ら

しではなかなかやらないという方がほとんどだと思います。深呼吸は、自律神経のうち副

交感神経の働きを促します。いわゆる戦闘モードといえる交感神経が優位な状態から、リ

ラックスをつかさどる副交感神経に移行させてくれるきっかけになります。 

気温差がもたらす春のイライラ…お茶をジャスミン茶にちょい替え 

 冬を越えたから風邪は引かないだろう、と考えてしまうのは禁物！春は、３日寒さが続

いたら４日温かい日が続くといわれる｢三寒四温｣の季節です。他にも「花冷え」や「寒の

戻り」など、４月の冷え込みを表した言葉もあります。温かい日が続いたから、心機一転

して衣替え。でも寒さがぶり返してしまうことによって風邪を引いたりするケースが増え

るというわけです。 

 もうひとつ厄介なのは、気温差が心の健康にも作用するということ。人間の身体は移り

気な気温に対応しようと頑張りますが、その時に活躍するのが自律神経です。自律神経は

心のバランスをつかさどる機能も持ち合わせていますが、そちらに手が回らなくなって、

不安感やイライラ、そわそわ、憂鬱な気分に陥りがちとなってしまうのです。 

 そんな春のイライラ対策として、普段の飲み物をちょっと替えてみてはいかがでしょう。

おすすめは、ジャスミン茶です。『茉莉花(まつりか)』という生薬名を持つジャスミンはイ

ライラを鎮め、精神を安定さける作用があります。さらにウーロン茶やプーアール茶と同

様に温の食材でもあるため、身体を温める作用も持ち合わせています。 

 


