
          クリスマスパーティー 
 

大勢の申し込み ありがとうございました。 
１１月２７日に締め切りました。 ·ʕ•ᴥ•ʔ· 

参加する子 持ち物にお名前をお願いします。  

コロコロニュース 
令和  １年１１月３０日 

№148 

・１２月１５日（日）はクリスマスパティーのみです 
・体操の子は日・木・金・土は３週しかありません  
 のでフリーと記入しています。 
 ２５日までに来れる日をお知らせ下さい。 
・アトリエの１２月は３回です、ご了承下さい。 

         コロリンピックの 写 真 
 

コロリンピックの写真をホームページに載せています。 
全員ではありませんが 楽しそうな様子が一杯です。 
ホームページ  くまさんの日記のページで 見て頂けます。 

パスワードは coro2cororin  です。 
 

＊写真の申し込み締め切りは１２月１０日を予定しています 
 

夏の写真を見逃した方も 一緒に見て頂けます。 

パスワードは corodesunatudesu  です。 
お家で見にくい方は コロコロでも見て頂けます。 

こ ど も 書 道 

・１月は全コース３回です。２９～３１日も休みです。 
・書道コースは ３日間でギュッとつめてお稽古し 
 ますので時間にゆとりを持って来て下さい。 
・体操のみ別の曜日に４回目を受ける事も出来 
 ます希望される方はお知らせ下さい。 

１０月末の審査結果です。 
低学年・中学年・高学年に分かれ だんだん難
しい課題に挑戦しています。 

暁に出品している年数は違いますが、５年生に
もなると大人顔負けの字を書くようになり 、競
争ではありませんが 進級が楽しみです。 

  年末年始のお知らせ  

       体操 選手・育成コース 
 

京都市中学校体操競技新人選手権大会    １１月２日 
男子中学生の部  和田聖正 （勧修中学 １年） 
  ・跳馬入賞おめでとう 
京都府高等学校体操競技新人選手権大会   １１月２日 
       西井 泰志 (勧修中学 ３年) 
       安井 優翔 (勧修中学 ３年) 
  ・中学３年の部として参加しました。 高校生の演技を目の当たり 
   にしながらも 自分の演技に集中してできました。   
選手コース（関西ジュニアカップ西宮大会） １１月２３・２４日 
女子初級 山本来海 山階南小学校６年 
  ・弱さが少し出た試合でした。もっと伸ばすために明るく積極的な     
   練習をしよう 
男子上級 西井泰志 勧修中学校 ３年 
       安井優翔 勧修中学校 ３年 
  ・中学最後の試合で 良かった所もわるかった所も有り 良く頑    
   張りました。次は高校生・・・。 

    体操冬休み短期講習 
 

 

鉄棒・跳び箱・トランポリンコース  
     幼児・小学生 １２月２１・２２日 
バク転・トランポリンコース       
     小・中学生  １２月２５・２６日 
    少人数で集中練習しましょう！   

 車でお越しの方へお願 
 

・駐車スペースは １９・２０・２１ 
 番と体育館前バックで縦列3台 
 です。次のコースとの入れ替 
 えがスムーズに行くよう協力お 
 願いします。 
・民家の前は迷惑になります注 
 意も受けてますので、コロコロ 
 より北には 送迎のみの場合も 
 止めないでください。ご家族に  
 もお伝え願います。   

         体操コースの保護者の方にお願い 
 

・体育館で見学をされても構いませんが、保護者同士のお喋り・スマホ・  
 読書等される方は受付の部屋でお願いします。 
 最近・ビデオ・スマホの撮影をされる方が増えています、禁止とは言いま 
 せんが 練習よりスマホが気になる子がいたり 子供だけで頑張ってる子  
 がお母さん私も撮って欲しいと言ったり・・・。特に再生は お家に帰って 
 から見て頂くようにお願いします。 
・座って見学できないご兄弟は、必ず保護者の方と一緒に受付の部屋で 
 お待ちください。体育館でのおやつ・ジュース・コーヒーはやめて下さい。 
・講習日は通常 １日～２８日の４週間です。変更の有る時のみ コロコロ 
 ニュースでお知らせしています。又出席ノートに記入しています。 
 登録曜日以外の予定もお知りになりたい方は 教室に先の予定も貼り出 
 していますのでそちらもご覧ください。    

１２月２６日～１月７日はお休みです 

コ ロ リ ン ピ ッ ク 
 

１０月最終週に 第７回コロリ
ンピックを行いました。やっと 
集計が出来ました。成績表
は ホームページでもご覧
いただけます。認定書もお

配りしました。 

   エ ア コ ン 設 置 
 

コロコロが蚊ヶ瀬に引っ越してきて
２５年になります、今時分にですが 
エアコンを設置します。天井が高
い為 涼しい！温かい！にはなら
ないと思いますが、この冬は底冷
えから脱出！来年の夏は４０℃越
えから脱出!！出来るかな～・・・。  
   （゜▽゜*）♪ 

カ レ ン ダ ー 
毎年 遅れ気味の年賀状をお出ししていま
すが、今年は 年賀状に変わって 年末に 
カレンダーを配る予定です。休まないで最

後まで来て下さいね！  (^○^)/ 
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
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     筆  硬筆 

 田中 郁皇羚  小野小  １年  ４級 ６級 

 藤澤 日織  小野小  ３年 １級 ３級 

 髙橋 亜衣里  小野小  ４年 ２段 ２段 

 佐藤 蓮皇  大宅小  ４年 ４段A ３段Ｂ 

 鳥原 有雛  小野小  ４年 ７段Ｂ ６段A 

 掘谷 瑞希  小野小  ５年 ２段 初段 

 橋村 美緒  小野小  ５年 ２段 ２段 

 鈴木 雛  観修小  ５年 ４段A ２段 

 藤岡 歩夢  小野小  ５年 ４段Ｂ ３段Ｂ 

 大谷 ここな  小野小  ５年 ４段Ｂ ３段Ｂ 

 中村 菫  小野小  ５年 ４段Ｂ ３段Ｂ 


