
4月から入社しました。中井省吾です。

今は、コロナウイルスでとても大変な時期です。
再開できる日まで、しっかり準備して
皆様とお会いできることを楽しみにしています。
中井省吾

新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。大人の会員さんも子供達も
不安や不便を感じながらお過ごしのことと思います。平針SSでは、新型コロナ対策を
考え、出来る限りの施設使用の改善を進めています。大人の会員さんや子供達には、
突然の休校で心や体に負担をかけています。外に出て身体を動かしたり、食材を買いに
行ったり、必要なことはありますが、会員の皆様には引き続き、万全な感染対策をお願い
いたします。こんな時こそプラス思考で、また、他人を思いやる気持ちを忘れずに皆で力を
合わせ、困難を乗り越えていきましょう。 松谷 聡

皆様、元気にお過ごしですか?
コーチは、平針スイミングスクールで清掃、消毒の徹底。
そして、再開した時に皆様が、安心して通えるよう、感染予防に努めています。
緊急事態宣言のため、学校休校の延⾧で、お友達に会えないから寂しい思いを

していたり、公園ですら思う存分遊べない分、平針スイミングスクールが、再開した
時は、徐々に体力を戻しながら、水泳を楽しみましょう!その時は、また元気な顔を
見せてくださいね!その日まで一人ひとりの我慢でコロナウイルスに絶対勝ちましょう!!
葛巻和洋

こんにちは。皆さん元気にお過ごしですか?
STAY HOME …私たちの小さな行動が集まって、大きな力になるはずです!
毎日を忙しく、また気を付けて過ごしているママたち。遊びたい盛りのお子様と
お家で工夫しながら遊んでいることと思います。肩の力を抜いてリラックスタイムを
つくり、お子様と一緒に大きな声で笑ってくださいね。
皆さんの元気なお顔を早く見れるように…今日も素敵な1日を過ごしましょう!
佐藤芳美

皆様いかがお過ごしでしょうか。
今は我慢をする時。今は感謝をする時。
STAY HOME ができるのも、沢山の方が働いて私たちの生活を支えてくれている
から。病院で感染と隣り合わせに頑張ってくださっている医療関係の方がいるから
心の支えになっています。
私たちはお家で、規則正しい生活をして、免疫力をアップさせ、手洗いうがいを
忘れずに、感染予防に努めることが感謝の気持ちを伝える方法の一つ。
皆さんとまた元気にお会いできる日が来ることを願い、出来ることをしっかりやって
いきます。
成田 和

新入社員の八坂美月です。

コロナで心が疲弊してしまう日々が続いておりま
すが、これを乗り越え、元気に皆さまとお会いで
きる日を心待ちにしています。まだ未熟ですが頑
張っていきますのでよろしくお願いします。
八坂美月

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。?
新型コロナウィルスの影響を受けて、大変な状況に置かれていると思います。
まずは、皆さんが体に気をつけて、健康でいられる事を願っております。
今、世界は危機状況に陥っています。一人一人が気をつける事で、必ず乗り越え
る事が出来ます。個々が出来る事は小さな事かもしれません。
しかし、小さな事は積み重なる事で大きくなると思っています。そして、終息した時
元気にお会いましょう。  
森田 聡

みなさんお元気ですか??
今まで当たり前のように会えていたみなさんに会えなくなりとても
寂しいです、、1日も早く終息をして、みなさんにお会いできる日が
来ることを心より願っています!
コロナに負けず一緒に頑張りましょう!
加藤文菜

皆様こんにちは。元気にお過ごしでしょうか。
毎日色々な状況でそれぞれに頑張ってこの困難に立ち向かわれていると思います。
その行動が皆んなの笑顔につながると信じて乗り切っていきましょう。
１日でも早く皆様にお会いできる日を楽しみにしています。
木村直樹

皆様いかがお過ごしでしょうか♡季節は新緑から初夏に…
日々変わる状況の中、あっという間に2ケ月が過ぎました。仕事をしながら、毎日皆様の健康をお祈りしています。
今までの日常に感謝して、離れていても繋がっていることに勇気をもらい、大変なお仕事を
されている方々を思いながら、また皆様にお会いできる日のために、施設を整えています。
睡眠、食事、出来る範囲の運動で免疫力を高め、どうぞ元気にお過ごしください💛
加納雅子

会員の皆様
お元気にお過ごしでしょうか。かつてない状況の中、平針の皆様は、決して負けないパワーで、今を過ご
しておられることと思います。ステイホームに積極的に取り組み、身体を大切にお過ごしください。
必ず皆様の笑顔が戻り、明るい希望の光が見えてくることを信じて、
スタッフ皆でお待ちしています!        支配人 加納良三

皆様 お元気にお過ごしですか?
本来は学校、スイミングスクールも新年度を迎えている時期ですが、
今年は今まで誰も経験した事のない緊急事態です。
休校、外出自粛が続く大変な時ですが、一番大切な命を守りましょう
今年は平針スイミングスクール創立40周年!!
本当に皆様のお陰で継続する事ができ、心より感謝いたします。
今は、会員の皆様が、安心、安全に施設を利用していただける様に、
準備を万全にしています。皆様に１日でも早く、元気な笑顔でお会い
出来る日を楽しみにしています。
佐藤寛二

荻野はコロナにも負けず元気にしています!
レッスン再開後は皆さんの笑顔を心より
お待ちしております。 皆で頑張りましょう!
荻野 秀仁

2020年4月26日の平針スイミングです

ツバメが今年も巣を作り始めました!

プールの水は毎日循環させて管理しています

更衣室はトレーニングルームやロビーも開放し、館内は土足禁止にしました。

3階ギャラリーは椅子をなくしました。受付は建物に入る前に。子ども達は2階から直接プールに入ります。

今年も皐月の花が咲き始めました。桜の枝葉も元気よく広がり、優しい木陰を作ってくれました。

3月は研修をして、新しいプログラムの勉強会コーチの指導力を維持する取り組みをしました。

体操スクールの動画を作成しました。ソーシャルディスタンスを考えた運動にチャレンジ!

みなさん元気に過ごしていますか?
お家ではどんなことをして過ごしているのかな?体操スタッフで
お家でできるコォディネーション運動の動画を撮りました! 
チャレンジカードにQRコードを付けてお家に送りますので練習して
みてくださいね!今は我慢しなくてはいけないことも多いですが、
また体操ができるようになったら楽しいことをたくさんしましょう!
みんなに会える日を楽しみにしています。
鈴木美香

館内の空間除菌の台数を今までの5倍増やし、各箇所の消毒も確実に出来る様に整えました。

 会員の皆さま、お元気でいらっしゃいますか?
皆さまにお会い出来ることを楽しみにステイホーム、
手洗い、うがいなど今出来ることをひとつずつ行い
ましょう。健康が一番!  運動も大切です!
また平針スイミングでお会いしましょう!!
橋爪宏明

よく笑って、よく食べて、よく眠り免疫力をアップしましょう!規則正しい生活
リズムを作るために毎日のスケジュールや日記をつけてみましょう!
家にいるとどうしても運動量が確保できません。そこで小さなスペースで、
ソーシャルディスタンスを守りながら、頭と身体を使ってできる運動、「コオー
ディネーション運動」をコーチみんなで考えました!コーチたちが作った動画を
みて、お家の中で楽しく身体を動かしましょう!再開の日を楽しみに待って
いてください!加納裕久

まだまだ大変な時が続いていますが、みなさんは、どんな風に"おうち時間"を
過ごしてますか?わたしは、料理をしたり、ピアノを弾いたり、テレビ電話をしたり
して、過ごしています!普段あまりやれていない家の中の片付けや掃除もして
います!
平針スイミングは、皆さんがいつ来ていただいても気持ちよく練習できるように、
準備しています。今時間がある時だからこそ出来ることをどんどん見つけて、
少しでも早く元の生活に戻れるように待ちましょう。
また平針スイミングが再開した時、みなさんに元気で会えるのを楽しみに
しています!
山田千菜美

4月から新卒スタッフも仲間入り!再開を心待ちにして準備しています。



事務の黒木めぐみです。
平針も皆様のおかげで40周年を迎える
ことが出来ました!たくさんの方と出会い、
笑顔になった分だけ幸せをもらいました
♬また皆様の笑顔にお会いできる日を
楽しみにしています。

3階フロント 阿部充津江です。
皆さまお元気ですか?私は90歳の母、
娘、１歳半の孫…女4世代で安心して
公園に出かけられる日を楽しみに
Stay Home で元気に過ごしておりま
す。笑顔で頑張りましょう、笑顔でお会
いしましょう。

3階フロント 甲谷千晶です
みなさん、こんにちは。今まで当たり前だと思っ
て過ごしていた毎日が、とても幸せだったことに
改めて気づかされています。早く当たり前の毎
日が戻ってくることを願っています。スイミングが
再開されたら、またみんなのステキな笑顔が見
られること、元気な挨拶が聞けることを楽しみ
にしています。

3階フロント 武田です。
1日でも早く日常が戻り、皆さんと笑
顔でお会いできることを楽しみにして
います。

シッターの土井智子です。
まずは皆さんの命と健康を大切に♡
そのためにしばらくは我慢ですが、少し
でも早くお会いできることを祈っていま
す!

3階フロント 家治鏡子です。
今のつらさを「ぎゅっ。」っと抱きしめて
皆様にお会いできる日を楽しみにして
います。コロナに負けず、家族で笑い
合える時間を大切におうちで過ごしま
しょう。

3階フロント 小島篤子です。
みなさんと力を合わせて この困難を乗
り越え 平穏な毎日を取り戻せますよ
うに。1日も早くみなさんと笑顔で再会
できますよう願っています。

3階フロント 岸田萌里です。
早く楽しい日々に戻り、平針で皆様
にお会いできる日を楽しみにしていま
す!

3階フロント 中村さなえです。
こんにちは。皆さんと笑顔でまたフロント
で会えるのを楽しみにしていますね。安
全第一で乗り切りましょう!

3階フロント 内山香里です。
この休みの期間、私は手作りでいろ
いろ作って、自分なりに楽しんでいま
す。皆さんも、いつもできない事にチャ
レンジして、一緒に頑張りましょう。そ
して、1日も早く皆さんに会える日を
楽しみにしています。

シッターの百井由実です。
運動不足の解消に、毎日ラジオ体
操がおすすめです。ご家族みなさんで
いかがですか?

3階フロント 岩田光央です。
こんにちは、お久しぶりです!休館中も
元気にお過ごしでしょうか?新学期もな
かなか始まらず満足に外出できない状
況ですが、今が踏ん張り時だと思うので
力を合わせて頑張りましょう!また会え
るのを楽しみにしております。

3階フロント田口友紀子です。
たくさんの会員のみなさまに、支えられ
ています!感謝!

事務の渋谷隆子です。
会員の皆様、元気にお過ごしでしょう
か?いつもの日常が奪われ戸惑うば
かりです。そのような時こそ、体を動か
してみませんか?晴れの日には、深呼
吸をして背伸び。腰に手を当て空を
見上げ、股の下から逆さまな景色を
楽しみましょう。雨の日には雨音に合
わせてハミング、そして足踏みをしま
しょう。皆様の笑顔にお会いできるの
を楽しみにしています。

体操スクール・青空スクール・トレーニングジムコーチ 樋口俊祐です。
皆さん元気にお過ごしですか?
なかなかやりたいこともできずストレスも溜まってしまっているかもしれません。僕もいつもあたりまえのようにできていたことが突
然できなくなってしまいあたりまえの大切さを感じています。厳しい状況ですが、できる限り笑顔を心がけ生活をしていこうと
思います。笑顔はとっても大切です!
おうちの中では読書や映画鑑賞、室内トレーニングなどをしています。読書や映画鑑賞は自分の知らなかったことを知れた
り、感情をたくさん動かしてくれるのでおすすめです!室内トレーニングは平針スイミングで公開しているものや、スポーツ選
手が公開してくれているトレーニングを参考にして行っています。柔軟が苦手なので少しでも体を柔らかくしていきたいと思
います。
皆さんもなにかこの期間だからこそできることを見つけてやってみてください。
なかなか先が見えずどうしても不安になってしまいますが、日常を取り戻そうと頑張ってくださっている方々に感謝しながらで
きることをしていきましょう!
また皆さんと元気におもいっきり体を動かしたり、お話できることを楽しみにしています。

ジムコーチ 小林勇太です。
今コロナで、僕は家で自粛生活を
送っています。外で遊びたい時もあり
ますが、今は耐えています。一日でも
早くコロナ収束して、いつも通りの楽
しい日々が戻ることを、心から願って
います。

スタジオ・トレーニングジムコーチ 鶴峰亜子です。
皆様お元気でお過ごしでしょうか?⾧い自粛生活になりますが、会員の方々のお顔を思い浮かべながら、体調管理、筋
力維持など、大丈夫かしらと心配はつきません。私自身もこんなに動かなない日々は人生初めてかも…今は出来ること
をと思い、牧の池を1時間半ほどウォーキング、YouTubeでズンバを踊ったり、筋トレをしたりして過ごしています。スティ
ホームの今ですが、１日に1回は外の空気を吸って、深呼吸してくださいね!明けない夜はありません!終息後に皆様
と会える日を楽しみにして日々を過ごしたいと思います。ガンバレ平針ファミリー❗
笑顔でお会いしましょう!^_^

体操スクール・ジムコーチ 吉留涼太
みなさん、自粛生活をどうお過ごしでしょうか?
私は普段この時期に家でゆっくりすることがありません。しかし時間がある今だからこそ将来に向け、勉強などをして有意
義に過ごしています。
体を動かす時間が少なくなっていますが家でできるトレーニングは行なっています。
みなさんも平針スイミングでのトレーニングやインターネットに載っているトレーニング動画などを参考にして健康のために運
動をしてください。
この状況はいつ終わるかわかりません。不安になることもありますが、自分のこと、周りのことを第一に考え被害がこれ以
上拡大しないよう心掛けて行動してください。
みなさんが元気にトレーニングする姿を見れることを楽しみにしています。

ジムコーチ 倉島侑希です。
コロナによって自粛疲れはありますが、
乗り切って元の生活にいち早く戻れる
ように願っています。

体操コーチ 矢島実咲です。
みなさんの笑顔を見れないことと、会話が
できないことがとても寂しいです。
平針スイミングスクールが再開された後、
一緒に体を動かしたり、お話しするのをと
ても楽しみにしています!
私はこの自粛期間で動画を見て歌ったり
踊ったりしています!とてもいい運動にな
るので、みなさんもぜひやってみてくださ
い!!

ジムコーチ 直井貴俊です。
今コロナにおいての自粛生活を送る
日々が続いています。
そこで僕は家にいてできることを考え
お菓子づくりやストレッチなど普段時
間がないとやれないことをやって自粛
生活を送っています。

スイミング・体操コーチ 石神綾乃
会員の皆様こんにちは!平針スイミングスクールが休館してから約2ヶ月が経ちますが、ご家庭ではどうお過ごしでしょ
うか。今まで当たり前に過ごしてきた毎日がどれだけ幸せだったのかを、改めて考えさせられます。いつか元の生活がで
きるその日が来るまでに、力を蓄えて素晴らしい人間になれるように今はしっかりお家で勉強して時間を有効に使お
うと心がけています!平針スイミングスクールが再開された時には、お互いに元気な姿で会えることを楽しみにしてい
ます!



コーチの大参英津子です。
みなさんお元気ですか?つらい時期で
はありますが、笑顔を忘れず頑張ま
しょう!

1階フロント宇座愛子です。
どこにもお出かけできませんが、子供た
ちと家トレーニング、ウォーキング、ご飯
は当番制☺家族そろう日は、にわで
BBQで気分転換♪で、過ごしていま
す。何といっても癒しはネコ♡みなさん、
また笑顔で会える日を楽しみに、乗り
越えましょう。愛をこめてエアハグを送り
ます‼

スイミングコーチの加藤泉名です。
毎日ダンスを日課に運動不足を解消
中です!これを乗り越えたらきっと楽しい
ことが待ってるよ☆頑張ろう‼

コーチの八木綺華です。
みなさん自粛生活をどうお過ごしですか?
休みになって2ヶ月が経とうとしています。
私はこのお休みで娘と向き合う時間が増
え、お菓子作りや折り紙、段ボール工作
などおうち遊びで満喫しています♪みんな
に会えないのはとってもさみしいけれど、新
型コロナウイルスが収束して、またみんな
と笑顔で会える日を楽しみにおうち時間
を過ごしています。今だからできる楽しい
ことを見つけて乗り切っていきましょうね!

スイミングコーチの古山有美です。
早く皆さんの元気な姿を見れるのを
楽しみにしております。そしてまた、楽
しく泳ぎましょう!どうか、今ある命を
大切に…

コーチの蓑田です。
思いきり体を動かせられなくて、もどか
しい気持ちですね。再開したら一緒
になまった体を動かして発散させてい
きたいですね。早くコロナが落ち着い
て、皆と一緒に体操を行えることを楽
しみに待っています♡

1階フロント近藤智子です。
会員の皆様、元気でお過ごしですか?1
人1人の思いや行動が収束に繋がり、
少しでも早く楽しい平針レッスンの再開
できます様にお体を大切にお過ごしくだ
さい。

スイミングコーチ 勝 清香です。
みなさん元気ですかー?
友達に会えなかったり、おでかけできず
家で過ごす時間がほとんどですね。
しかし、これは自分磨きのチャンス!
本を読んだり、筋トレしたり、ちょーっと勉
強してみたり!笑
そしてあとは、よく寝て、よく食べて、よく
笑いましょう(^O^

スイミングコーチ 成岡怜子です。
みんな元気かな?
コーチは毎日公園に行って体を動かして
います!最近は足のトレーニング。
ボールを使ってリフティングの練習をして
るよ!またみんなに会える日を楽しみに
しています。

スイミングコーチ
勅使川原由香梨です。

皆さんお元気ですか?
1日でも早く、一緒に笑顔で喜び、
大好きなスポーツを楽しめる日が来る
ことを願っています!

スイミングコーチ 佐藤菜育です。
皆さんこんにちは。
学校もお休みですが、
毎日スケジュールを立て生活のリズムを
整えていきましょうね。
元気にまた会える日まで、体調に気をつ
けながらお家で楽しいことを見つけて過
ごしてください!

スイミングコーチ 阪野 崇です。
皆さんお元気ですか?
みんな学校お休みで大変だけど、毎
日笑顔で過ごそうね。
コーチは自粛中で運動不足にならな
いように筋トレして過ごしてます!
早くみんなとトレーニングできる日を楽
しみにしています。

スイミングコーチ 河辺奈扶美です。
みなさん お元気ですか?
私は時間を大切に
楽しいこといっぱい探してます?
みんなさんも楽しいことを考えながら毎
日ハッピーな気持ちで過ごしましょう。
また会えるのを楽しみしてます。

スイミングコーチ 吉田智樹です。
必ずいつかは前までの日常が戻ってきます!
「学校が大変だろうなぁ」とかあるかもしれませ
んが、それ以上に自由に友達と遊んだり、ス
ポーツや部活に打ち込んだりできる楽しい日も
絶対戻ってきます!その日常の一部でもある
平針スイミングでの練習で、また会えるのを楽
しみにしてます!ですからこの期間は、それぞ
れの場所で、頑張りましょうね^ ^

スイミングコーチ 山田由希子です。
皆さんお元気ですか?
子供達も休校で大変な毎日ですね。
この期間に是非色々な事にチャレンジし
ましょう。私は引っ越して１年、作る作る
と言い続け、この休みにようやくカーテンを
自作しました。新しい事にチャレンジする
とまた違った自分を発見できて楽しいで
すよ。みんなでまた沢山練習しようね。

スイミングコーチ 溝口優華です。
皆さんお元気ですか?
お家でできることを楽しんで、
今を楽しんで過ごしましょう。また
みんなでいーっぱい練習しましょう
ね。楽しみにしてます。

スイミングコーチ 折田将崇です。
皆さんお元気ですか??苦しい時期だとは
思いますが、今この状況だからこそ出来
ることがあると思います!
因みに僕は家で最強の変顔を考えてま
す!皆さんもコロナに負けないで頑張っ
ていきましょう!

スイミングコーチ澤邊みのりです
皆さま、この自粛期間をどうお過
ごしになられていますか?私は趣
味であるピアノを弾いて自分の時
間を楽しんでいます!!先が見えず
不安な日々ですが、コロナに負
けずに頑張りましょうね!

スイミングコーチ 高原陽菜乃です。

STAY HOME 
みんなで頑張ろう❗元気な姿でまた会える
ことを願ってます。

警備 夏目敏明です。
皆さん元気ですか?
おじさんは、駐車場で、皆さんの元気
な顔を見れる事を楽しみにしています。
くれぐれも駐車場では車に注意してく
ださいね

スイミングコーチ 鈴木美沙です。
家の中で工夫していることは、水分補給は水で
なく暖かいお茶を飲むこと、普段と変わらない生
活のリズムを心がけることです。水分補給は一
度に飲む量を少し減らす代わりに、頻度を増や
すようにしてます。ストレスが溜まると体調を崩し
やすくなるので、1日のリズムづくりをして過ごした
いですね!
また元気にお会いしましょう!

スイミングコーチ 進 蒼生です。
早くコロナが収束していつも通り泳げる
ようになるといいですね。私は家ででき
るトレーニングをしています。皆さんも家
の中で出来ることを探して自粛中継
続していきましょう。外出する時はマス
クを忘れずに。

スイミングコーチ 加藤希林です。
みなさん、お元気お過ごしでしょうか。私
は元気がありあまっているので、家の中で
できる筋トレをYouTubeを見ながらやっ
ています。様々な種類があるのでオススメ
です!今それぞれができることをして有意
義にすごしていきましょう。みなさんと、ま
た元気な姿でお会いできることを楽しみ
にしています。

1階フロント 狩野絵里です。
春の陽気になり暖かくなってきましたね。皆さん、おうちでどのように過ごされていますか?私はおじいちゃんと犬とのんびり
したり、布マスクを作るため奥からミシンを出してみたり…そうそう、最近はラジオ体操をしています!小さなころはなんと
も思わなかった運動ですが、今やると、なかなか使わない筋肉を使ってる!そんな気がします。
まだまだ世の中が厳しいですが、こんな時こそ上を向いて青い空を見たり、遠く離れている家族とオンライン会話したりを
楽しめるといいですね。早く皆様に会えるのを楽しみにしつつ、今のこの1日1日を大切にしたいと思います。

コーチの上田智美です。
お久しぶりです。その後お変わりありませ
んか?外出自粛中のマタニティライフを
少しでも健やかに過ごすために、『ステイ
ホーム 運動』のトライしてみましょう。
例えば、スイミングレッスン前後に行って
いるストレッチング＆深呼吸は、ストレス
解消になり免疫力を高める効果もあり
ますよ!無理しない程度に快く体を動
かしてくださいね。またプールでお会いで
きる日を今から心待ちにしています。

スイミングコーチ 今村香音です。
こんにちは。皆さんお元気ですか?
学校がお休みでお友達とも遊べなくて退屈だと思います。因みに、私は家にいる間にライベクーヘンというドイツの料
理を作ってみました。結構美味しく作れました(｀フ´)
このお休みの期間、みんなもお父さんやお母さんのお手伝いをしたり、一緒に料理を作ってみるのはどうでしょうか?
٩(๑>∀<๑)۶現在感染者数も増え続け大変な状況ですが、手洗いうがいを徹底して健康を保って頂きたいと思
います。私も早く元気な皆に会えるのを楽しみにしています(◎^▽^◎)



スイミングコーチ 梅村元稀です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。学校にも、プー
ルにも行くことができず、退屈かもしれません。でも
今は家にいて、できることをしましょう。皆さんの健
康より大事なものはありません。また元気な姿で
お会いできることを楽しみにしています。

スイミングコーチ 北城 匠です。
こんにちは。みなさん、おげんきですか?スイミングや学校がおやすみで友達とあったり遊んだりすることができませんよ
ね。家にいる時間が増えて退屈だと思います。そういうときこそ家族との時間を大切にしましょう。私の近況をお話しま
す。家からほぼ全く出ないので運動不足でした。これはまずいと思い、ダンベルを買って家でトレーニングをはじめまし
た。ムキムキになれるようにがんばります。みなさんもなにか家で打ち込めることを見つけて挑戦してみてはいかがでしょう
か?一日一日を無駄にしないように過ごしましょう。またプールで会える日を楽しみにしています。

スイミングコーチ 林えりです。
協力しあって一刻も早くこの事態を収束
へ導けるよう危機感を持って、自分そし
て周りの人の大切な命をまもりましょ
う! 1日でも早く元気な皆様に会える
のを楽しみにしてます!

スイミングコーチ 服部陽子です。
こんにちわー!
みんなどんな日々を過ごしているかな??
私はたくさんの感謝や今まで気付けなかった日々
の小さな幸せに気付いたり。
みんなが頑張っているから私も頑張れます!
会えなくても一人一人の心が繋がっていき、
笑顔で会える日を楽しみに待っています♡

スイミングコーチ 横山真由子です。
皆様、体調はいかがですか?
変わりなくお過ごしでしょうか。
気候も良いこの時期に色々な制限があり皆様も様々な想いをされている事と思います。
日々のニュースに心も痛みます。
大変な中ではありますが家族とこんなに一緒に過ごすのは子供が赤ちゃんの頃以来だな。と思いつつあれからたくましく大き
く成⾧した息子達と助け合いながら日々過ごしております。
どうか皆様、お体を大切に。皆様とお会いできる日を楽しみにしております。

スイミングコーチ 吉留奈津子です。
みなさんお元気ですか?
平針スイミングが休館となり、２カ月が経ちました。
コロナウイルスの流行で、想像していた以上の状況となり、不安やストレスを感じている方がほとんどだと思います。
こころとからだは不調になっていませんか。
わたしは最近、家族でYouTubeのHAND CLAPを始めました!お家で体をいっぱい動かすこともできますし、みんな笑
顔になれますよ。オススメです!
１日でも早くみなさんにお会い出来るのを楽しみにしています!

スイミングコーチ 村田智子です。
皆さん、元気にしてますか? もう、プール
に入りたくてうずうずしてますよね? コーチ
もです!! コーチは運動不足にならないよ
うにおうちでストレッチしていたら、柔らかさ
が戻ってきました。 皆さんもあと少し我慢
して、プールに入れるその時までに何か１
つでも出来たこと、 始まったらコーチに教
えてね! 早くみんなに会いたいよ!!

スイミングコーチ 西野周子です。
（明日明るい時に写真撮ってまた送るそ
うです） スイミングの西野です。 笑う角
には福来たる こんな時だからこそ笑顔で
過ごしましょう。 笑顔は沢山の幸せを運
んでくれます。 

スイミングコーチ 池田範子です。 
自粛生活が⾧く続き 不安・ストレスなど
あると思いますが 笑顔でお会いできる日
まで… コロナに負けず乗り越えましょう
ね! 


