
【平成２１年９月　主要予定表】【平成２１年９月　主要予定表】【平成２１年９月　主要予定表】【平成２１年９月　主要予定表】
☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番 屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団

日日日日 曜曜曜曜 ６年団６年団６年団６年団 ５年団５年団５年団５年団 ４年団４年団４年団４年団 ３年団３年団３年団３年団 ２年団２年団２年団２年団 １年団１年団１年団１年団 ボニータボニータボニータボニータ キッズキッズキッズキッズ 摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要

9/39/39/39/3 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　     
自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）
ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ香川県少年ｻｯｶｰ選手権組合せ抽選会(19:00-)

5555 土土土土 ☆☆☆☆
○自主○自主○自主○自主

(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)
○自主○自主○自主○自主

(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)
○自主○自主○自主○自主

(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)
○自主○自主○自主○自主

(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)
○自主○自主○自主○自主

(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)
○自主○自主○自主○自主

(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)(9-11:30)
    

第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)
U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)
東讃TC(U-12･11･10)(18:30-20:30志度小)

6666 日日日日 ☆☆☆☆ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○
第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)第28回少年ｻｯｶｰ大会in井川(6年)
U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)U-12指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会(生島ｻﾌﾞ)

10101010 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○                     自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

12121212 土土土土 ○○○○ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○
○○○○

(4年以下)(4年以下)(4年以下)(4年以下)

第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(5･4年)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(5･4年)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(5･4年)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(5･4年)
やしま幼稚園地域開放行事巡回ｻｯｶｰ教室(10:00-11:30)
U-12･11ﾄﾚｾﾝﾏｯﾁﾃﾞｰ

13131313 日日日日 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆
☆☆☆☆

練習9-11練習9-11練習9-11練習9-11
☆☆☆☆

練習9-11練習9-11練習9-11練習9-11
○○○○

練習9-11練習9-11練習9-11練習9-11
☆☆☆☆ ○○○○

第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)
ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐ﾎｰﾑｹﾞｰﾑｴｽｺｰﾄｷｯｽﾞ(3･2年)ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐ﾎｰﾑｹﾞｰﾑｴｽｺｰﾄｷｯｽﾞ(3･2年)ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐ﾎｰﾑｹﾞｰﾑｴｽｺｰﾄｷｯｽﾞ(3･2年)ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐ﾎｰﾑｹﾞｰﾑｴｽｺｰﾄｷｯｽﾞ(3･2年)
U-12･11ﾄﾚｾﾝﾏｯﾁﾃﾞｰ

17171717 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○                     自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

19191919 土土土土 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ☆☆☆☆

第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)第20回高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(6･5･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)
東讃TC(U-9)(14:30-16:00屋島G)
東讃TC(U-12･11･10)(16:00-18:00屋島G)
東讃TC(U-10)後期選考会（ﾛｰﾀﾘｰ杯の後，開催予定）

20202020 日日日日 ○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○ ×××× 　　　　

21212121 月月月月 ○○○○ ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ☆☆☆☆
第6回全国ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ香川県予選(ﾎﾞﾆｰﾀ)第6回全国ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ香川県予選(ﾎﾞﾆｰﾀ)第6回全国ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ香川県予選(ﾎﾞﾆｰﾀ)第6回全国ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ香川県予選(ﾎﾞﾆｰﾀ)
(市老連ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会?１FG）

22222222 火火火火 ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ×××× 第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会予選ﾘｰｸﾞ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会予選ﾘｰｸﾞ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会予選ﾘｰｸﾞ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会予選ﾘｰｸﾞ(6年)

23232323 水水水水 ×××× ○○○○ ○○○○ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ×××× 練習試合（3・2練習試合（3・2練習試合（3・2練習試合（3・2 &&&&1年）1年）1年）1年）

24242424 木木木木 ×××× ×××× ×××× 休養日

26262626 土土土土 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(11:30-12:00)めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(11:30-12:00)めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(11:30-12:00)めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(11:30-12:00)
育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-) ､第2回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)

27272727 日日日日 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○ JFAｷｯｽﾞ(U-9)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2009inかがわｽﾎﾟﾚｸ祭(3･2年)JFAｷｯｽﾞ(U-9)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2009inかがわｽﾎﾟﾚｸ祭(3･2年)JFAｷｯｽﾞ(U-9)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2009inかがわｽﾎﾟﾚｸ祭(3･2年)JFAｷｯｽﾞ(U-9)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2009inかがわｽﾎﾟﾚｸ祭(3･2年)

　　　　※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡

【平成２１年10月　主要予定表】【平成２１年10月　主要予定表】【平成２１年10月　主要予定表】【平成２１年10月　主要予定表】
☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番 屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団

日日日日 曜曜曜曜 ６年団６年団６年団６年団 ５年団５年団５年団５年団 ４年団４年団４年団４年団 ３年団３年団３年団３年団 ２年団２年団２年団２年団 １年団１年団１年団１年団 ボニータボニータボニータボニータ キッズキッズキッズキッズ 摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要

10/110/110/110/1 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　     自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

3333 土土土土 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○     
第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)
第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)

4444 日日日日 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会香川県大会決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ(6年)
第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)第20回CVC杯丸亀招待ｻｯｶｰ大会(5年)

8888 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○                     自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

10101010 土土土土 ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ○○○○
ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権1･2回戦(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権1･2回戦(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権1･2回戦(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権1･2回戦(6年)
練習試合（3・2&1年）※状況により中止?練習試合（3・2&1年）※状況により中止?練習試合（3・2&1年）※状況により中止?練習試合（3・2&1年）※状況により中止?

11111111 日日日日 ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ☆☆☆☆ ○○○○
ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権3回戦･準々決勝(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権3回戦･準々決勝(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権3回戦･準々決勝(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権3回戦･準々決勝(6年)
第14回ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)第14回ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)第14回ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)第14回ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)

12121212 月月月月 ☆☆☆☆ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○     ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権準決勝･決勝(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権準決勝･決勝(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権準決勝･決勝(6年)ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ第16回香川県少年ｻｯｶｰ選手権準決勝･決勝(6年)

15151515 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

17171717 土土土土 ☆☆☆☆
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆ JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)

18181818 日日日日 ☆☆☆☆
○2F○2F○2F○2F
15-1715-1715-1715-17

☆☆☆☆
○2F○2F○2F○2F
15-1715-1715-1715-17

○2F○2F○2F○2F
15-1715-1715-1715-17

○2F○2F○2F○2F
15-1715-1715-1715-17

☆☆☆☆ ○○○○
JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)
第33回屋島地区体育大会(屋島西小学校)
U-11地区ﾄﾚｾﾝ対抗戦

22222222 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

24242424 土土土土
○○○○

15-1715-1715-1715-17
○○○○

15-1715-1715-1715-17
○○○○

15-1715-1715-1715-17
○○○○

15-1715-1715-1715-17
○○○○

15-1715-1715-1715-17
○○○○

15-1715-1715-1715-17
○○○○

15-1715-1715-1715-17
屋島小学校参観日･ﾊﾞｻﾞｰ

25252525 日日日日 ☆☆☆☆
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆ ○○○○ JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)

29292929 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

31313131 土土土土 ☆☆☆☆
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)JA共済ｶｯﾌﾟ第39回香川県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ戦(6･4年･ﾎﾞﾆｰﾀ)
育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-) ､第3回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)

①①①① 自主練習は，4～6年団の保護者で子供達をみてください。自主練習は，4～6年団の保護者で子供達をみてください。自主練習は，4～6年団の保護者で子供達をみてください。自主練習は，4～6年団の保護者で子供達をみてください。 　　　　 ②ビブスは，西側倉庫前車の中にあります。②ビブスは，西側倉庫前車の中にあります。②ビブスは，西側倉庫前車の中にあります。②ビブスは，西側倉庫前車の中にあります。

③③③③

10月は６年団10月は６年団10月は６年団10月は６年団 の保護者の保護者の保護者の保護者 でお願いします。　④また，クラブハウスの清掃は，でお願いします。　④また，クラブハウスの清掃は，でお願いします。　④また，クラブハウスの清掃は，でお願いします。　④また，クラブハウスの清掃は， ９月はボニータ、10月は６年団９月はボニータ、10月は６年団９月はボニータ、10月は６年団９月はボニータ、10月は６年団 の役員の役員の役員の役員 でお願いします。でお願いします。でお願いします。でお願いします。

暑い日が続きますので，自主練当番の学年は暑い日が続きますので，自主練当番の学年は暑い日が続きますので，自主練当番の学年は暑い日が続きますので，自主練当番の学年は 氷氷氷氷を持参させて下さい。を持参させて下さい。を持参させて下さい。を持参させて下さい。

毎週１階グランド（トイレ，倉庫，ごみ箱，グランド周辺），２階（トイレ，階段など）の清掃及びごみ処理は毎週１階グランド（トイレ，倉庫，ごみ箱，グランド周辺），２階（トイレ，階段など）の清掃及びごみ処理は毎週１階グランド（トイレ，倉庫，ごみ箱，グランド周辺），２階（トイレ，階段など）の清掃及びごみ処理は毎週１階グランド（トイレ，倉庫，ごみ箱，グランド周辺），２階（トイレ，階段など）の清掃及びごみ処理は ９月はボニータ９月はボニータ９月はボニータ９月はボニータ ，，，，


