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「暁」３月の昇級テストで上記の成績をおさめました。
学年・成績は３月の物です。
低学年・中学年・高学年別の級です。
1ヶ月のお休みが入ってしまいましたが 集中集中！

こ ど も 書 道

今年もたくさんの子が表彰されました。
令和２年度は R２年６月～R３年３月まで
休まなかった人を皆勤賞とします。休まず
通ってね！学校イベント・インフルエンザ
等は欠席にしませんので連絡くださいね！
３月からお休みして R１年度の賞状もらい
そびれた人言って下さいね。

次のページも見てね

R１年度表彰
皆勤賞 ４６名

精勤賞 ２９名

連続６ヵ月賞 ３４名

これからも頑張りましょう ０名

６年生卒業 ７名

中学３年生卒業 ２名

コロコロ１０年生 ０名

コロコロ所属 コロコロ歴(３月末) 進学校(入部クラブ)

島田 恋 体操小学生コース卒業 ２年１０ヶ月 大宅中学校

巽 華珠 体操小学生コース卒業 ３年 ４ヶ月 大宅中学校

竹谷 まい 体操小学生コース卒業 ３年 ６ヶ月 山科中学校

中沢 俐大 体操小学生コース卒業 ４年 ０ヶ月 藤森中学校(陸上部)

石田 結夢 こどもアトリエ 卒業 ５年 ６ヶ月 勧修中学校

胡内 彩翔 体操育成 選手 ９年 ０ヶ月 山科中学校

山本 来海 体操選手 継続 ４年 ０ヶ月 山科中学校

安井 優翔 体操選手 卒業 ８年 ４ヶ月 向陽高校(体操部）

西井 泰志 体操選手 卒業 １１年 ７ヶ月 向陽高校(体操部）

久しぶりのコロコロニュースです
お知らせがいっぱいたまっています 今さらの記事もあるかもしれませんが 最後まで読んでくださいね

やっと入学した～！て感じですよね 新しい友達いっぱい作ってください。
クラブ活動ができるまでまだ日があるかもしれませんが 自主トレガンバ！

３月の学年 筆 硬筆

田中郁皇羚 小野小 １年 特級 ６級

藤澤 日織 小野小 ３年 ２段 初段

髙橋 亜衣里 小野小 ４年 ４段Ｂ ３段Ｂ

佐藤蓮皇 大宅小 ４年 ５段A ３段Å

鳥原 有雛 小野小 ４年 特待生 ６段Å

橋村 美緒 小野小 ５年 ４段A ２段

大谷ここな 小野小 ５年 ５段A ３段Ｂ

中村 菫 小野小 ５年 ５段A ３段Ｂ

鈴木 雛 観修小 ５年 ７段A ４段Ｂ

６年生・中学３年生の卒業の方より・・・！
今年も、春に進学した方と保護者の方にお願いして感想文を頂きました。

アトリエ 石田 結夢 コロコロ歴５年６ヵ月
5年間半アトリエに通って、絵を描いたり工作をした
り家ではできないような経験が沢山できてよかった
です。アトリエでの経験を少しでも中学校で活かし
ていけるようにしたいです。
結夢 保護者
家庭ではもちろん、学校でもできないような工作や
絵に取り組ませて頂き、本人だけでなく私も毎週の
お迎えの際に作品を見るのが楽しみでした。5年半通
わせて頂き、沢山の宝物ができました。小西先生ご
夫妻に感謝申し上げます。

小学生コース 竹谷 まい コロコロ歴３年６ヵ月
３年半とても楽しかったです。始めはできなかった
技ができるようになってよかったです。これからも
いろんな事にどんどんチャレンジして中学校でもが
んばりたいです。
まい 保護者
３年半楽しく通わせて頂きました。毎日練習後に先
生からのアドバイスがノートに書かれてあり 本当
悲観者でした。ありがとうございました。
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小学生コース 巽 華珠 コロコロ歴３年４ヵ月
初めたいそうをやった時は3年生でした。初めは何も
できなくて、不安な気持ちだったけど、だんだんな
れてきて楽しくなりいろいろなことができるように
なってとてもうれしかったです。色々なことができ
るようになったのも先生たちがやさしく教えてくれ
たおかげです。ありがとうございました。約3年半お
せわになりました！！とても楽しい3年半でした。
華珠 保護者
コロコロ体操では、何度も練習することで、少しず
つでも出来る事が増える。あきらめないで取り組む
大切さを教えていただきました。その積み重ねが自
信にも繋がり、意欲を引き出してもらえたのではな
いかなぁと思っています。体操前の鬼ごっこも温か
い目でみて下さりありがとうございました！！通わ
せてよかったと思います。大変お世話になりました。
ありがとうございました。

小学生コース 中沢 俐大 コロコロ歴４年
自分は去年の発表会が心に残っています。なぜなら、
発表会前までは、うしろ回りが出来なかったけど、
本番はせいこうしました。とてもうれしかったです。
これからは部活動などをがんばっていきたいと思い
ます。ありがとうございました。
俐大 保護者
訳4年間大変お世話になりました。お友達から誘われ
体験がとても楽しかったらしく、即入部しました。
初めはマット・とびばこ・鉄棒全てが「怖いから出
来ない！！」でしたが、最後はとびばこもすごく高
いのがとべるようになりました。チャレンジするこ
と、成功した時のよろこびを教えていただきありが
とうございました。

育成コース 胡内 彩翔 コロコロ歴９年
六年生の時、初めて府民総体に出ました。前日まで
は人前でするのがいやで出たくないと思っていたけ
ど、前日の夜からなぜか楽しみに思えてきて、その
まま出場できました。中学ではもっとがんばりたい
です。
彩翔 保護者
体育の授業で困らないようにと思い通わせた体操で
したが、9年間1度も辞めたいと言わず、ケガをして
も教えていただいた事がなかなか出来なくて苦労し
ても「体操楽しい」「好き」と言える大切な出会い
となり幸せです。手のかかる彩翔にも丁寧に指導し
ていただいて、ありがとうございます。これからも
宜しくお願い致します。

３枚目に続きます

コロコロニュース№１５１ 2枚目

選手コース 山本 来海 コロコロ歴４年
選手コースに入ってからはいろいろなハプニングが
ありました。その中でも1番印象に残っているのは平
均台の上でバクテンをしたときに手がはずれたこと
です。これからもそのこわさをおそれずにいろいろ
な技に挑戦していきたいです。中学生になっても体
操を続けてコロコロを卒業した。さわちゃんやほの
かちゃんやひまりちゃんみたいにもっと体操が上手
になれるようにがんばりたいです。
来海 保護者
体操を始めたのは幼稚園の時、そこからもっと上手
になって大会に出たいという思いでコロコロ体操ク
ラブに入りました。初めて出場した府民総体ではか
わいらしい演技という目で見ていましたが、6年生に
なった時には美しい演技という見方に変わっていま
した。それくらい大きく成長したのだなと嬉しい気
持ちです。とにかく体操が好きで、体調が悪くても
がんばって通うという気持ちを持っているところも
関心です。小学校生活の間には、一時選手育成の女
子が来海だけになったこともありました。それでも
続けるという強い気持ちを持って日々取り組んでい
ます。これからもその強い気持ちでがんばっていっ
てもらいたいと思います！

選手コース 西井 泰志 コロコロ歴11年７ヵ月
幼いころから長い間お世話になりました。ここで学
んだことや経験を糧として、高校でも頑張りたいと
思います。様々なことを教えてくださった先生方、
本当にありがとうございました。
泰志 保護者
11年半、お世話になりありがとうございました。幼
児コース、小学生コース、チャレンジコース、専門
コース、育成コース、選手コースと一歩ずつ歩んで
きました。はずかしがり屋であいさつも小さな声
だったり、体操するのが嫌な時期もありましたが、
今ではたくましく育ってくれて小さい子と触れ合っ
てる姿を見ると、頼もしく思います。体操以外にも
色々と御指導いただけた事に感謝しております。高
校へ進学しても体操を続けていきますので、見守っ
ていただけるとありがたく思います。

選手コース 安井 優翔 コロコロ歴８年４ヵ月
僕は体を動かしたいと思ってこのクラブに入ったの
ですが、小学校2年生の時に先生から育成コースに入
らないかと誘われ、本格的に体操を始めました。は
じめはあまり好きではなかったですが、日々練習を
続けることで体操が大好きになりました。体操の厳
しさ楽しさを教えてくれたこのクラブには感謝で
いっぱいです。ありがとうございました。

小学生コース 島田 恋 コロコロ歴2年10ヵ月
初め体操をやったときはぜんぜんなにもできなかっ
たけど、いまはとうりつぜんてんができるようにな
れたのでよかったです。先生が、ていねいに教えて
くれたので、できるようになりました。ありがとう
ございました。2年10ヵ月おせわになりました。とて
もたのしかったです。
恋 保護者
コロコロ体操教室では3年間という長きにわたり、丁
寧なご指導をいただき本当にありがとうございまし
た！！学んだことと楽しい思い出をいつまでも大切
にしたいと思います。
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お子さんの写真
お子さんの写真をチラシやホームページで
載せさせて頂きたいです。その都度許可を
頂くのが本当ですが、複数で写っている物
等許可を頂くのに時間がかかります。
うちの子は載せて欲しくないと思われる方
は前もって声をかけて頂けると助かります。

コロコロニュース№１５１ ３枚目

お待たせしています
広場から幼児コース・年長さんから
小学生コースに進級されたお友達に、
毎年Tシャツをプレセントしています
が、今年は何もかもストップしてし
まいこれから準備に入ります 今し
ばらくおまちください。

最後まで読んで頂きありがとうございます

追加レッスン
21日（日）13:00～14:00 年少～2年生
25日（木）16:30～18:00 チャレンジ

チケットでの参加＆振り替え参加に利用
してください。
しばらく毎月どこかで追加の予定です。

必ず 連絡してから来てください。

くまさんの日記
お休みの間 毎日何かしら載せていました
読んで頂けましたか？
＊体操クラブ…お家でのトレーニング
＊書道・アトリエ…お知らせ ＊彩和先生・龍二先生の動画
＊コロコロクイズ ＊コロコロぬり絵 ＊さんすうもんだい
その他・・・。
・ぬり絵（オリジナルくまさん・先生の似顔絵）・クイズの
答え①～⑩・算数の答え 持ってきてくださいね。
どれだけコロコロのことを知ってくれているか 楽しみにし
ています。親子で考えてもOK 難しすぎる～！と聞こえてく
るのは 問題⑨の先生の年齢合計・・・、一番近い人にプレ
ゼントを用意しています。
塗り絵や絵で窓をいっぱいにしたいです。
待ってま～す！o(。'(ェ)’。)○☆ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ

体 操 ク ラ ブ
・Tシャツにお名前の無い子がいます。４月から新しいお友達も増え新しい先生もいますので買い替え
等で付いてない方もお願いします。

＊密集状態を避けるための
観覧は出来るだけお控えいただき、終了後は速やかにご退館していただくようお願いします。
保護者の見学 ・小学生コース・チャレンジコースの保護者は出来るだけ入室をご遠慮ください。

・幼児コースの保護者は 必要であれば入室していただいてもかまいませんが
付き添いは最大 1 名でお願い致します。（入室される時は 椅子を離してお座りください。）
ご不便をおかけしますが ご協力お願いします

時間について ・密集状態を避けるため ５分前終了とさせて頂きます。
小学生の子も早く来すぎないように時間を確認してきてください。

＊マスク着用について
スポーツ庁が学校での体育の授業でマスク着用が不要とする見解を出しました。その観点
から当クラブの授業中のマスク着用は不要 (任意 )と致しますが、授業以外では
マスク着用をお願い致します。見学される方は必ずマスクを着用してください。

＊手洗い
来たらすぐ手洗いをお願いします。入館される方は保護者もお願いします
タオルは有りますが マイハンカチをお持ちください。

〇４月の１・２週目お休みされた分と 3・4週目の臨時休講分は回数分の受講券をお配りしまし
た。１２月末までにお使いください。
＊発表会の参加賞と一緒にお配りしたチケットは 8月末までとなっていますが こちら

も同様に １２月末までお使いいただけます。必ず連絡してからお越しください。
☆チケットの利用参加・日にちの振り替え・お休みをされる場合は必ず連絡をしてください。

前もってわかっている時は 振り替え予定表を用意しましたので記入して帰ってください。
（従来通り電話連絡でも結構です）

こどもアトリエ
＊マスクの着用をお願いします。
＊来たらすぐ手洗いをお願いします。マイハン

カチをお持ちください。
＊お迎え時 窓の外から声掛けをお願いします。

作品を見ていただきます。

こども書道
＊少人数制で行いますので出来るだけ４月７日

のお知らせの時間に来てください。
＊マスクの着用をお願いします。
＊来たらすぐ手洗いをお願いします。マイハン

カチをお持ちください。

６月の予定
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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６月の体験
３０年目に突入記念

体験料 ３０円
入会金 (当日入会) ３０円

お友達を
お誘ってね！


