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じかん ふん す こ ばあい いえ もど か
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じょうぶ からだ おお やくだ すいえい た

えいほうしゅうとく はや およ すいえい かぜ ま

ひなん ばしょ ひなん けいろ

りよう こ とき かくにん

とうき おくがい ひなん むずか ばあい ひなんばしょ

しょ たいそうじょう けいじ

だいさいがいじ ないひなんばしょ おくがいひなんばしょ ひなんけいろ かんない

こんかい へんしゅうしゃ かんの

ぜひ ま

ま あ およ おも よる

べんきょう じゅく いそが いま じかん

こうがくねん ともだち ちゅうがくしんがく き すこ たいかい さみ かん

まえ さい こさま くま い かんの じき

こんご じょうほう

がつまつ たんき きょうしつ おこな しゅうちゅうてき 　れんしゅう じょうず

さむ ま たの

がつ よてい ふゆ じき
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テスト

31 1 2 3 4 5 6

スキースクール

　※26日（火）～１月７日（日）まで休館日
　※26～29日（火～金）は朝里スキー場でスキースクール
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　※平日短期教室実施予定
　※水中レクリエーション実施予定
　※26日（火）～１月７日（日）まで休館日
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