コロコロニュース
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令和３年５月８日

お知らせがいっぱい有ります

最後まで読んでくださいね

コロコロ所属
コロコロ歴(３月末) 進学校(入部クラブ)
池谷 柚香
体操小学生コース 卒業
７年 ０ヶ月 大宅中学校(美術部)
山田 鈴香
体操小学生コース 継続
０年 ９ヶ月 山科中学校(テニス部)
堂芝 みちる 体操チャレンジ 継続
３年１０ヶ月 山科中学校
武
美祈
体操チャレンジ 継続
１０年 ０ヶ月 音羽中学校
田中 勢七
体操チャレンジ 継続
９年 ４ヶ月 音羽中学校
廣部 晴輝

体操チャレンジ

継続

９年 ０ヶ月 花山中学校

東
優
魚谷 勇仁
中村 菫
大谷 ここな
鈴木 雛
橋村 美緒
岡
心
長谷川 仔一

体操チャレンジ
体操選手
こども書道
こども書道
こども書道
こども書道
こどもアトリエ
体操選手

卒業
継続
卒業
卒業
継続
卒業
卒業
卒業

５年１１ヶ月
８年 ９ヶ月
５年 ９ヶ月
５年 ２ヶ月
３年 ８ヶ月
２年 ９ヶ月
５年 ２ヶ月
５年 ０ヶ月

音羽中学校
音羽中学校
勧修中学校(卓球・陸上)
勧修中学校
勧修中学校(美術部)
勧修中学校
山科中学校
一燈園高等学校(バトミントン)

3月28日 6年生.中学3年生.コロコロ10年生の表彰式を
行いました。
体操クラブは 中学生になっても ほとんどが継続です
学校のクラブはまだ考え中の子が多いようです・・・、
書道の中学生は これから大人の字を練習していきます
学年ごとに上手になり卒業の頃には 大人もびっくりです！

R2年度表彰

たのもしくなった6年生・中学三年生

こ

ど

も

３月の学年

書

道

筆

田中 郁皇羚 小野小 2年 3段A
梅本 信彦
髙橋 亜衣里
鳥原 有雛
橋村 美緒

勧修小
小野小
小野小
小野小

5年
5年
5年
5年

10級
2段
5段A

硬筆
4級
10級

皆勤賞 (10ヶ月休みなし）
59名
精勤賞 (通常11ヶ月休まなかった人今回は無し）
連続６ヵ月賞(続けて6か月休まなかった人)
33名
これからも頑張りましょう
12名
(11・12月入会で1度も休んでない人)
６年生卒業(学校の卒業です)
13名
中学３年生卒業
1名
コロコロ１０年生(丸10年・10年目に入った人)
2名
今年も発表会ができず 4月1週目の練習の後に表彰
しました。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した。R3年度
も休まず通って下さいね！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！

特級
3段A
特待生 5段A

「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。 (梅本君は初出品です)
新しいお友達も増え真剣にお稽古して
います。
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次のページも見てね

コロコロニュース№１60 2枚目

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。
小学生コース 山田 鈴香
コロコロ歴9ヶ月
体操を習い始めてからとても楽しく少し体もやわらかく
なって次にチャレンジに上がるまえにもっといろいろな
きほんをまなびたいです。自分でやりたいことをするん
ではなくしっかりときほんをまなんでチャレンジにあが
りたいです。6年最後の体操はとても楽しかったです。
鈴香 保護者 体操を習い始めてから、家の中でも体操
をしたり、6年最後のねんど工作では体操をしてる姿を
作っていました。毎週楽しそうに行く姿や、体操をして
る姿を見ると、習わせてよかったなと思います。もっと
早く習わせてやれば良かったと少し後悔してますが
（笑）これからもがんばってほしいです。目指せバク
転！！だそうです！

小学生コース 堂芝みちる
コロコロ歴3年10ヵ月
体操を習い始めて、いろいろなことができるようになり
ました。側転や三転倒立、鉄棒の前回りのれんぞくがで
きるようになって体操がとても大好きになりました。こ
れからも、たくさんのことができるようになりたいです。
みちる 保護者「側転できるようになりたい！」から始
まった体操クラブでしたが、3年10ヶ月で色んなことが
できるほど成長しました。三点倒立をならったら毎日布
団の上でやってみたり、夏休みに毎日公園で鉄棒の練習
におつきあいしたり、ブリッジで家の中を歩きまわった
り、頭の中は体操のことばっかり。それくらい大好きな
ことが見つかって本当に良かったなぁと思っています。
中学からはチャレンジコースでもっと色んなことができ
ますね。楽しんでください。

こども書道 橋村 美緒
コロコロ歴2年9ヶ月
コロコロに入った時は、自分が特待生になるなんて夢に
も思ってませんでした。また、コロコロに通っていた
3/16までの自分も、、、3/16に「特待生になったよ」と
言われた時は思わず、「え！？」と言ってしまいました。
なにせ、7Bから飛んで、特待生になるなんて考えた事な
かったんですから。正直、めっちゃうれしかったです！
約3年コロコロに通えてとても楽しかったです！コロコ
ロで学んだ事を中学、高校、大学でも生かしていきたい
です。本当にありがとうございました！
美緒 保護者 約3年間ありがとうございました。

こどもアトリエ 岡 心愛
コロコロ歴5年2ヶ月
絵の書き方色のぬり方、他にもたくさんの事を教えてい
ただき、感謝しています。アトリエにかよい絵を描くこ
とや工夫をすることが前よりも楽しくなりました。毎週、
毎週アトリエに行くことが楽しみでした。本当に今まで
ありがとうございました。
心愛 保護者 小さい頃から「絵を描くことが好き」で
アトリエ教室に通いはじめました。知らないところで1
人でやっていけるのかなぁと心配していましたが迎えに
来るといつも作品を見せながら楽しそうに話してくれま
した。これからもアトリエ教室で学んだことを忘れず色
んな絵や作品を見せてね。先生方ありがとう
ございました。

中村 菫
選手コース 長谷川 仔一
コロコロ歴5年0ヶ月
僕はこのコロコロで一番大切なことを学びました。それ
は大きな声ではっきり返事する事です。昔、僕が小学五
年生だったとき、声が小さく判断が遅いと先生達から言
われました。このままだと成長していけないと思い、そ
れから大きな声ではっきり返事することを意識しました。
すると、相手とのコミュニケーションがうまくとれるよ
うになり、人と話すことが苦ではなくなりました。体操
に行くのが毎回楽しみでした。本当にありがとうござい
ました。
仔一 保護者どこかでバク転を教えてくれる所はないか
とホームページを検索したら〇ャ〇―ズでバク転がした
い昔からやりたかったバク転に挑戦と書かれており、
「ここだ！！」と思い春休み短期講習に参加したのが
キッカケでまさか中学校3年生まで続くとは考えており
ませんでした。和藤先生や仲間に恵まれてたからこその
結果だと思います。コロナの影響で楽しみにしていた発
表会がなくなったショックは大きかったですが、日々練
習出来たことに感謝している姿を見て成長したと感じて
います。ありがとうございました。
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コロコロ歴 こども書道 5年 9ヶ月
体操小学生 2年10ヶ月
習字では、筆でも鉛筆でも上手に書けるようになりまし
た。発表会の時にはみんなで１コの大きな紙に字を書い
たりビンゴをしたりして楽しかったです。体操では、ト
ランポリンや、鉄棒、マット、跳び箱などの色々な技が
できるようになってうれしかったです。発表会はきん張
したけれど、選手の人たちがすごい技をしているのを見
ておもしろかったです。

チャレンジ 東 優
コロコロ歴5年11ヶ月
約6年間ありがとうございました。たまにある、トラン
ポリンとへいきんだいがたのしかったです。新しい技が
できるようになった時は、すごくうれしかったです。
優 保護者
約6年間大変お世話になりました。保育園の年中さんか
らズットやりたがっていた体操。でも下の子がまだ小さ
かったり、1人で送り迎えをするのが難しいからと、な
かなかやらせてあげれなくて。。最後は小学校上がる前
に「どうしてこんなにやりたい！！って言ってるのにな
らわせてくれないの？！」と泣きながら言う娘の声で通
いはじめることに。沢山のことを学ばせて頂き、小3か
らは1人で通ってもらい、色んなことを経験したと思い
ます。好きなことだけと通うのがしんどくてやめたい時
期もあったと思うけど続けられて立派でした！！

３枚目に続きます

コロコロニュース№１60 ３枚目
選手コース 魚谷 勇仁
コロコロ歴8年9ヶ月
選手コースに入ってからはたくさんけがをしました。そ
の中でも、鉄棒で大きい皮がめくれたのは特に印象に
残っています。しかし、先生や先輩が、励ましてくれた
ので楽しく体操を続けることができました。これからも
たくさんハプニングが起きるかもしれませんが、立ち直
りがんばっていきたいです。
勇仁 保護者「体を動かす習い事を」と思い、年少の夏
ごろから通いはじめ、小2から専門→育成→選手とお世
話になってきました。はじめの頃は、出来ない事がある
と涙をうかべて練習していて、その時は、こんなに長く
続けられるとは思っていませんでした。体操を通じて、
コツコツ努力することの大切さ、うまくいかない時の悔
しさ、出来た時の喜びなど様々な経験ができました。こ
れも先生方の温かい指導、仲間のおかげだと感謝してい
ます。これからもこの経験を生かして頑張って欲しいと
思います。
チャレンジ 田中 勢七
コロコロ歴９年4ヶ月
体操を長い間、続けてきましたが、そのおかげで、小学
校の体育では、困る事が無く、マット運動のバク転など
も、安定して出来るようになってきました。いつまで続
けられるかは、分かりませんが、これからもがんばって
いきたいです。
勢七 保護者
親子の広場の体験をして「体操やってみる」と言ってか
ら9年4ヶ月が経ちました。わが子をずっと見て来ました
が、小さい頃から競争心や周りの友達と比べる事も無く
マイペースでしたが真面目に取り組んでくれました。小
学校に入ってからは体操の授業では困った事が無いと聞
いた時は成果があったのだなと感心しました。中学校で
は体育系の部活に入ろうかなぁと考えているみたいです
が、両立できる間は続けたいと言っているのでこれから
も応援したいと思っています。

小学生コース 池谷柚香
コロコロ歴7年0ヶ月
この7年間、いろいろやってきて、出来なかったことが
できたり嬉しかったり楽しかったりいろいろありました。
友達が出来たりもしました。この7年間は最高でした。
お世話になりました！
柚香 保護者 私自身がとび箱、鉄棒、マット運動…す
べて苦手であり、体育の授業が楽しくはありませんでし
た。そんな思いをしないようにと始めたコロコロ教室。
美咲と柚香は人並みではありますが、自信をもって体育
授業はもちろん、色んな事に取組んでいるように見えま
した。約16年間という長い間大変お世話になり、ありが
とうございました。私たち家族の大切な想い出にします。

チャレンジ 武 美祈
コロコロ歴10年0ヶ月
これまで10年ありがとうございました。コロコロに通う
ようになって 新しい友達が出来たり 難しい技や見たこ
ともない技に挑戦することができたり 特にそれができ
るようになった時はとても嬉しかったです。上手くいか
ず途中でやめたいと言う事も有りましたが ここまで続
けてこられた気持ちをわすれずにこれからもいろいろな
ことに 挑戦していきたいと思います。
美祈 保護者 親子の広場からスタートしここまで10年
本人はとてもよく頑張ったと思います。小さな時から怖
がりで慎重派 特に秀でたセンスがあった訳でもありま
せん。そんな中で 他の習い事に重点を置き忙しさに負
担が大きいのでは？！と感じたこともあったのですが
本人は「コロコロは続ける！」と。そんな思いを持ち続
け通い続ける事が出来たのも 親子の広場でお世話なっ
た 小笠原先生,小学生コースの藤野先生,チャレンジコー
スの白井先生,和藤2号先生,和藤4号先生,和藤3号先生, そ
して今まで10年間温かく見守りご指導くださった和藤先
生,その先生方のおかげだと感じています。ありがとう
ございました。

こどもアトリエ
春野菜
表彰の写真ホームページに載せました。
全員は写っていませんがご覧ください。
パスワードはcoro2021uduki です。
年始の写真見そびれた方がおられます
のでパスワードお知らせします
coro2021mutuki です。
どちらも購入希望される方は 5月末
までにお申し込みください。50円/1枚

紹介プレゼント
４月.５月入会の
お友達を紹介して
くれた方には
ささやかな紹介プ
レゼントを用意し
ています。
文教付属4年 塩田楓真

６月
勧修小2年 山口真生花

体操クラブの方に再度お願い
お待たせしています
4月に 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、Tシャをプ
レセントします 。
R2年4月に進級されたお友達も
コロナ騒ぎでお待たせしたまま
になっていました。一緒に
プレゼントしますので
今しばらくお待ち
下さい。
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同月内は振替をして頂けますが、休まれ
る日・来られる日は 必ず前日までに 振
替表に記入するか☎・📧でお知らせ下さ
い。(フリーの分を来られる日も同様で
す）体調が悪く休まれる方は 当日の連絡
もOKですが、連絡なしで休まれた場合は
振替の対象となりません。前日ミーティ
ングで、人数・レベルによって班分けを
しています、又一定数を超える場合はお
断りしている事も有りますので連絡無し
の出席はご遠慮願います。みなさんの協
力をお願いします。 (* ˊᵕˋㅅ)

日

月

6
13
20
27

7
14
21
28

火
1
8
15
22
29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

※6月29.30日は 7月1週目となります

お休み・振替(体操クラブ)の連絡
☎０７５－５９１－１１６９
(時間外でも留守電でお受けします)

✉

coro2.g.c@gmail.com
最後まで読んで頂き
ありがとうございます

