☆コアラスイミングニュース h23.5 月号☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇幼児,小学生低学年水泳大会のお知らせ◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
h23.6.12(日)に園児～小学 2 年生を対象にした大会をコアラスイミングスクールで行
います。
競技種目をエントリーしての大会形式です。競技最後にはリレーも実施します。
楽しい大会にするために準備をすすめていますので、ふるってご参加ください！
後日、書面にてご案内します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇皆勤努力賞･精勤努力賞受賞者発表!◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成 22 年度で一度も休んでいない会員には皆勤努力賞、欠席 2 回以内(公欠を除き週
2 回練習の場合は 4 回以内)の会員には精勤努力賞の
メダルを 5/25(水)より贈呈します。
今年度も皆勤賞を目指し、お休みしないで練習を頑張りましょう！！
<平成 22 年度皆勤努力賞受賞者>(計 6 名)
火 3 ｸﾗｽ：あいり(小 3)
水 4 ｸﾗｽ：けんた(小 6)
木 4 ｸﾗｽ：まなみ、かなた(以上小 3)
金 3 ｸﾗｽ：しほ(小 2)
土 10 ｸﾗｽ：えりな(小 3)
<平成 22 年度精勤努力賞受賞者>(計 47 名)
火 4 ｸﾗｽ：ゆうき、つかさ(以上小 1)、ひろき(小 3、ときさね(小 4)
水 3 ｸﾗｽ：なつみ(小 2)、しゅんた(小 3)
水 4 ｸﾗｽ：ちひろ、きくぞう(以上小 2)、こうだい(小 3)、けいし(小 4)、なおゆき(小
5)、まさゆき、ゆうと(以上小 6)
木 3 ｸﾗｽ：ゆうや(年長)、みやび、こうや(以上小 2)、よしえ、ひめか、しおり(以上小
3)、みさき(小 4)
木 4 ｸﾗｽ：ひろと、まき、まいか、あんな、かなた(以上小 3)、ふうか(小 4)、あかり、
しょう(以上小 6)、よう(中 3)
金 3 ｸﾗｽ：りくと(小 1)、さきか(小 2)
金 4 ｸﾗｽ：ありさ(小 2)、さくら、あいる(以上 3 小)、ひなの(小 4)
土 10 ｸﾗｽ：しゅうじ(小 1)、やすひろ(小 2)、よしや(小 3)
土 2 ｸﾗｽ：ここ(年長)、けい(小 2)、かずし、ゆうじ(以上小 3)
土 3 ｸﾗｽ：ゆうき(年長)、ゆうか(小 3)、よしき(中 3)
日 10 ｸﾗｽ：けんすけ(小 2)、ゆうすけ(小 5)、ごう(中 2)
※平成 23 年度からは、1 回もお休みされなかった皆勤者のみ皆勤努力賞の授与をいた
します。

精勤努力賞の授与はいたしませんので、予めご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇元気な挨拶プロジェクト発足！！◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コアラに通うみんなには良い挨拶をしてほしい！
その想いから『元気な挨拶プロジェクト』を発足しました。
(委員長:豊田先生、委員:田村先生,齋藤先生,伴野先生)
初回の取り組みは、
「先生よりも先にあいさつしよう！」
コアラの玄関に入ってから玄関を出るまで、先生や友達同士。大きな声で元気良く挨拶
しよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇小学生になったら更衣室で着替えよう◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4 月から小学校に入学したみんなは、2 階のギャラリーでお母さんと…ではなく、
スクール更衣室で着替えるようにしましょう。
小学生になったら、自分のことは自分で、その一歩です。

☆コアラサッカーニュース h23.5 月号☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇第 34 回全日本少年サッカー大会東京都大会(6/5～)進出決定！！！◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京都約 700 チーム中、各ブロック大会を勝ち抜いた 48 チームが出場できる東京都
中央大会に進出となりました。
サッカーに対して直向きにトライする姿勢が、この結果になったと思います。
東京都中央大会でも 1 試合 1 試合全国大会に近づける様に精一杯戦っていきます。
〈試合結果〉準優勝
予選リーグ 12-0 江古田、10-0 豊島少年、3-0 ブリッジョ
決勝トーナメント 2 回戦 1-1(PK4-3)リオ、3 回戦 6-1 南池袋、準決 2-0 高島平、
決勝 1-7 三菱養和
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇北区春季フットサル大会 3 年生優勝！！◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上記大会が、h23.4.16,30(土)に行われました。
3 年生Ａチームが 5.8(日)の準決勝,決勝に進出、見事優勝しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇トレセン選出者◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【北区トレセン】れん,りゅうへい,たいき,りゅうすけ
【第 6 ブロック(北,板橋,中野,文京,豊島)トレセン】れん,りゅうへい,たいき,たつき,星は

る(5 年),りょう(5 年)
【第 2 地域トレセン(第 6 ﾌﾞﾛｯｸ＋練馬,杉並)】れん,りゅうへい
【東京都トレセン】りゅうへい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇コアラサッカー大会のお知らせ◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
園児~2 年生大会を 6.12(日)に、3~6 年生大会を 6.18(土)に開催いたします。
3.21(祝)に雨のため実施できず、ご迷惑をお掛けいたしました。
大会詳細につきましては、別紙で配布いたしておりますので、そちらをご参照ください。
宜しくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ポイントランキング◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【平成 22 年度受賞者】
<年間ポイントランキング>
1 位がく(43P)、2 位しょうご(39P)、3 位かずまさ(27P)
<年間得点ランキング>
1 位がく(25 点)、2 位しょうご(22 点)、3 位けん(14 点)
○ポイントランキングについて
<実施日>奇数月の最終練習日(雨天の場合は翌週)
<チーム編成>試合実施前に教師からメンバー発表があります。
<試合方法>15 分ハーフ(ハーフタイム 5 分)※試合前には通常通り練習を行います。
<ポイント獲得>勝利チーム…3P,引き分け…2P,敗戦チーム…1P,得点者…1P(1 得点に
つき),MIP 賞(毎試合ごと)…1P(複数名選出)
※週 2 回以上練習にきている子は、最も良い合計ポイントを採用。
<表彰>
年間総合ポイントランキング･年間得点ランキング上位者に表彰。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇皆勤努力賞･精勤努力賞受賞者発表!!◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<平成 22 年度皆勤努力賞受賞者>(計 3 名)
もりと(小 4)、たく、たくろう(以上小 5)
<平成 22 年度精勤努力賞受賞者>(計 18 名)
けいた、りくと(以上小 1)
たかゆき、はると(以上小 2)
がく、ようじ、ともひろ、りょうと、ゆうすけ(以上小 3)
はな、ときさね、たかと、かける、しゅんぺい(以上小 4)
西はる、ひゅう(以上小 5)
りゅうすけ、たいき(以上小 6)
※平成 23 年度からは、1 回もお休みされなかった皆勤者のみ皆勤努力賞の授与をいた

します。
精勤努力賞の授与はいたしませんので、予めご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇5 月グランド場所について◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5 月グランド場所は下記の様になっております。
6 月グランド場所につきましては、5/19(木)に決定し追ってご連絡いたします。
・鹿浜橋グランド：5/17(火),18(水),24(火),25(水),31(火)
・新田グランド：鹿浜橋グランド使用以外の火～金曜日
・日の出グランド：毎土曜日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇フロントだより◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○住所・メールアドレスを変更された方はご連絡ください。
小学校,中学校に進学された方の学校変更もこちらにお願いいたします。
ご連絡先：koala-swim@tokyo.email.ne.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇交通だより◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『平成 23 年春の全国交通安全運動』
h23.5.11(水)～5.20(金)
〈スローガン〉やさしさが 走るこの街 この道路
〈運動の基本〉子どもと高齢者の交通事故防止
〈運動の重点〉
①自転車の安全利用の推進
②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
④二輪車の交通事故防止
<赤羽警察署交通総務係>
----------------コアラスイミングスクール
コアラサッカークラブ
フィットネスクラブヴァーサス
http://www.tokyo-koala.com/

