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From Pool Side
新年度を迎えるにあたって
まもなく２０２２年度がスタートします。毎年（少しずつですが）
楽しく通っていただくための工夫をこらしています。今回も新し
い提案を用意しました。お知らせを配布させていただきますので
ご一読のほど、よろしくお願いします。😀😀さて、この原稿を書
いている１月末、世間はオミクロン株の感染拡大が話題になっ
ています。こういう状況がいつまで続くのか全く見通しが立ちま
せんので、予定していた水泳大会は今年も開催を見送ることに

【 体 育 大 好 き ！ 水 泳 部 ！

しました。楽しみにしていた方、本当にごめんなさい😣😣選手

体 験 会 の お 知 ら せ 】

クラスは年始の合宿から始まり、ここまでは大会も順調に行われています。
大学生の中尾選手は、１月行われた「KOUSUKE KITAJIMA CUP」でB決
勝６位に。大会の様子はCSでも放送されました。🏊ところで、みなさん。２月の
楽しみといえば、何ですか？バレンタイン？♥僕が最も楽しみにしているのは、
全米ナンバー１を決めるNFL（アメリカンフットボール）の決勝戦、スーパーボ
ウルです。（このお便りがお手元に届く頃には、優勝チームが決まっているので
すが）この時期になるとそわそわして落ち着きません😅アメリカンフットボール
について語りたい方！ぜひ声をかけてください！！トゥース！🏈（さわだコーチ）

担当者が紹介！このクラス、実はこんなことしてるんです！
～第３回 体育大好き！クラブ みざコーチ～

２０２２年４月より日曜日クラスに体育
大好き！水泳部を開設します。スイミン
グスクールのカリキュラムとは異なり、
学校体育の水泳授業に特化し、クロー
ルと平泳ぎの習得だけを目指します。
進級テストは行わず、学校での検定を
目標にします。３月に体験会を設けま
すので、興味がある方は、参加してみ
てください。みざコーチが担当します。
時間

クラス

対象

9:00―9:50

M79

小３以上、けのび
ができる

昭島台スイミング、アネックスの講座でコーチ・先生が、どんなレッスンをどういう理由でしているの
か。普段なかなか聞けないお話を聞いてみようというこのコーナー。 今回は、体育大好き！クラブの
美座コーチ。➡➡ 毎回、走りの基礎とボール感覚が身につく楽しいレッスンを行なっています。
「かけっこ」の時間は、とにかく走ります。

鬼ごっこや追いかけっこ、リレーといった遊びの要素が

多いメニューから、アジリティやスタート練習、フォーム矯正など本格的なメニューも準備しています。
目指すは運動会の 1 等賞です。

「ボール遊び」

の時間では、1 人一つのボールを使って、

「投げる」「捕る」「蹴る」の基本から、ドッジボールや的当てなどの楽しいメニューが盛りだくさん。
速く走れる様になりたい、ボール遊びがしたい、興味のある方は遊びに来てください。
楽しみながら身体能力 UP を目指そう！！
～毎週金曜日は体育大好き！クラブ「かけっこ＆ボールクラス」～
●園児クラス（年中～） 14：30～15：20（50 分間）￥6600
●小学生クラス
16：00～16：50（50 分間）￥6600
木曜日の体育大好き！クラブ「学校体育クラス」との同時受講で月会費が割引に
なる体育セットがお勧めです。詳細はお問い合わせください。

みざコーチ：昭島台幼稚園卒園。お世話になった昭島台幼稚園での
体育指導は 1999 年から担当。
日本スポーツ協会公認水泳コーチ・ラグビーフットボールコーチ・競泳Ｃ級
審判員・ラグビーC 級レフリー・スポーツチャンバラインストラクター

【まもなく１０年表彰があります！】
昭島台スイミングスクール、昭島台アネ
ックスに入会してから 10 年間通ってく
れた生徒を 10 年会員として表彰し、記
念品を贈呈しています。今年はカードの
登録番号上二桁が「１２」の会員が対象
です。1999 年に 2 名の 10 年会員が
誕生してから、昨年度までに 171 名を
表彰しています。
今年度末（2022 年 3 月末）も 11 名
が表彰予定です。嬉しいことに、ここ数
年で表彰者が増えました。
のぞみコーチ、かいとコーチ、えりなコー
チもかつて表彰されました。
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L.A. -Letter from Akishimadai春の入会キャンペーン🎉🎉いよいよ３／２８まで！
入会キャンペーンですが、いよいよ３／２８までとなります。期間内に
ご入会いただいた方にもれなくスイミングの指定用品をプレゼント。
この機会をお見逃しなく！尚、用品に限りはありませんが、クラスには
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水泳大会は中止します
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定員がありますので、ご希望の曜日がある場合にはお急ぎください！
みなさまのご入会、お待ちしております！
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🌸３／１２ 春のアネックス祭 は講座別で開催🌸
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１年間のまとめとして行われる、各講座の発表会「春のアネ
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ご家族のみという形で各講座別に時間を分けて開催します。
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ックス祭」並びに「体育大好きクラブ練習見学会」は、会員と

🏊新しいスタッフを紹介します！🏊
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鈴木亮平

○好きな食べ物 お肉
○趣味 ドライブ
○ひとこと 子供達にとって毎日が発見や挑戦、成長の連続ですね。泳法
の習得だけでなく、達成感を味わい、豊かな感情を育んでいただけたらと
思っています。ともに成長していきましょう！

進 級 テ ス

たじまさん
（事務スタッフ）

ト

休館日

～日曜日の事務営業について～
～スイ
２月１日より、日曜日も事務営業をスタートします。入会、振替等の各種手続き、
ミング新振替制度につ
用品購入にも対応します。受付時間は１４：００～１７：００とさせていただきます。

いて～
① 振替の有効期限は
～スイミング新振替制度について～
６ヶ月です。
① 振替の有効期限は６ヶ月です。
② 昨年１１月分の振
② 昨年９月分の振替は 2 月末まで、同１０月分は３月末までがそれぞれ有
替は４月末まで、同１
効期限です。それ以前の分は期限切れで無効となります。
③

○好きな俳優 鈴木亮平
○好きな食べ物 おにぎり＆豚汁
○趣味 アクセサリーパーツ作り♪
○ひとこと どうぞ宜しくお願い致します(ᴗ͈ˬᴗ͈)ஐ*

２月分は５月末までが
振替連絡は
1 週間前までにＬＩＮＥ、メール、電話にてお願いします。

それぞれ有効期限です
1 週間を過ぎた分につきましては欠席扱いです。
④ １ヶ月に２回以上欠席した場合には２回分を１回として振替できます。
。それ以前の分は期限
※無断欠席の場合、振替の対象になりません
切れです。
※振替日の指定は不要です。当日でも空席があれば対応します。

③ 振替連絡は 1 週間

※退会した方、エニータイムクラスへ変更した方は無効となります。

前までにＬＩＮＥ、メ
ール、電話にてお願い
します。1 週間を過ぎ
Published た分につきましては欠
by Akishimadai
席扱いです。
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