
【【【【平成平成平成平成23232323年年年年８８８８月月月月　　　　主要予定表主要予定表主要予定表主要予定表】】】】

☆☆☆☆印印印印はははは大会大会大会大会////練習試合等練習試合等練習試合等練習試合等，，，，○○○○印印印印はははは練習日練習日練習日練習日，，，，◎◎◎◎印印印印はははは自主自主自主自主トレトレトレトレ当番当番当番当番 屋島屋島屋島屋島サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団

日日日日 曜曜曜曜 U-12U-12U-12U-12 U-11U-11U-11U-11 U-10U-10U-10U-10 UUUU----９９９９ UUUU----８８８８ UUUU----７７７７ ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀ ｷｯｽｷｯｽｷｯｽｷｯｽﾞ゙゙゙ 屋島中屋島中屋島中屋島中 摘摘摘摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要

8/28/28/28/2 火火火火 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

4444 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

6666 土土土土

☆☆☆☆

((((三木三木三木三木))))

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

☆☆☆☆

((((成合成合成合成合))))

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

11:00-

練習試合練習試合練習試合練習試合((((UUUU----12121212))))　　　　△ｶﾏﾀﾏ1F練習(9:30-10:30)

第第第第29292929回香東川回香東川回香東川回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ((((UUUU----10101010))))

東讃TC(U-12)(19:00-21:00 志度小)

東讃TC(U-11)(19:00-21:00 U-10･18:00-19:30 高松大学)

東讃TC(U-9)(16:00-17:30 屋島G)

7777 日日日日 ○○○○ ○○○○

☆☆☆☆

((((成合成合成合成合))))

○○○○

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後

第第第第29292929回香東川回香東川回香東川回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ((((UUUU----10101010))))

練習試合練習試合練習試合練習試合((((UUUU----8888))))

県ﾄﾚU-12/11/10(16:00-18:00)場所未定、水泳記録会

9999 火火火火 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

11111111 木木木木

☆☆☆☆

((((静岡静岡静岡静岡))))

×××× ×××× ○

第第第第24242424回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

盆休み

12121212 金金金金

☆☆☆☆

((((静岡静岡静岡静岡))))

×××× ×××× ○

第第第第24242424回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

盆休み

13131313 土土土土

☆☆☆☆

((((静岡静岡静岡静岡))))

×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××     ○

第第第第24242424回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

盆休み

14141414 日日日日

☆☆☆☆

((((静岡静岡静岡静岡))))

×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○

第第第第24242424回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

盆休み

15151515 月月月月

☆☆☆☆

((((静岡静岡静岡静岡))))

×××× ××××                 ○

第第第第24242424回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

盆休み

16161616 火火火火

☆☆☆☆

((((静岡静岡静岡静岡))))

×××× ××××                 ○

第第第第24242424回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草回全国少年少女草ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

盆休み，北ﾛｰﾀﾘｰ杯抽選会(18:30-)

18181818 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000）、）、）、）、U-12県ﾄﾚ神戸遠征

19191919 金金金金 ×××× ×××× ×××× ○ U-12県ﾄﾚ神戸遠征

20202020 土土土土

☆☆☆☆

((((生島生島生島生島))))

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

12:00～

15:30

第第第第34343434回高松商業回高松商業回高松商業回高松商業ｻｯｶｰｶｰﾆﾊｻｯｶｰｶｰﾆﾊｻｯｶｰｶｰﾆﾊｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ((((UUUU----12121212))))

(U-(U-(U-(U-11111111・・・・10101010・・・・9999))))第第第第5555回回回回めざせめざせめざせめざせﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾞ゙゙゙ｽﾀｽﾀｽﾀｽﾀininininやしまやしまやしまやしま((((9999::::10101010----9999::::40404040))))

東讃TC U-12/11(16:00-18:00) U-10(16:30-18:00) U-9(15:00-16:30) 屋島G

U-12県ﾄﾚ神戸遠征、ｴﾘｰﾄ4地区対抗戦(U-10)ﾕｰﾋﾞﾚｯｼﾞ？、東讃TR(U-11)新居浜遠征？

ﾎﾟｶﾘ後期抽選会・代表者会(18:30-)

21212121 日日日日

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

○○○○

(2F)(2F)(2F)(2F)

○○○○ 午後

練習試合練習試合練習試合練習試合((((UUUU----10101010・・・・9999・・・・8888))))

(U-12)(U-12)(U-12)(U-12)第第第第5555回回回回めざせめざせめざせめざせﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾞ゙゙゙ｽﾀｽﾀｽﾀｽﾀininininやしまやしまやしまやしま((((9999::::10101010----9999::::40404040))))

U-12県ﾄﾚ神戸遠征、東讃TR(U-11)新居浜遠征？

23232323 火火火火 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

25252525 木木木木 ×××× ×××× ×××× 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 宿題追い込み

27272727 土土土土 ○○○○

☆☆☆☆

((((瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸))))

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

☆☆☆☆

((((神戸神戸神戸神戸))))

午後

第第第第5555回瀬戸大橋記念公園回瀬戸大橋記念公園回瀬戸大橋記念公園回瀬戸大橋記念公園ｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌﾟ゚゚゚ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----11111111))))

だいちだいちだいちだいちサマーカップサマーカップサマーカップサマーカップ((((ボニータボニータボニータボニータ))))

育成会役員会育成会役員会育成会役員会育成会役員会((((19191919::::00000000-)-)-)-)，第1回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)

ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ抽選会(18:30-)

28282828 日日日日 ○○○○

☆☆☆☆

((((瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸))))

☆☆☆☆

((((長尾長尾長尾長尾))))

☆☆☆☆

((((土器土器土器土器))))

☆☆☆☆

((((土器土器土器土器))))

☆☆☆☆

((((土器土器土器土器))))

☆☆☆☆

((((神戸神戸神戸神戸))))

☆☆☆☆

((((土器土器土器土器))))

午後

第第第第5555回瀬戸大橋記念公園回瀬戸大橋記念公園回瀬戸大橋記念公園回瀬戸大橋記念公園ｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌﾟ゚゚゚ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----11111111))))

第第第第9999回回回回さぬきさぬきさぬきさぬき市長杯市長杯市長杯市長杯ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｭﾆｱｻｯｶｰｭﾆｱｻｯｶｰｭﾆｱｻｯｶｰｭﾆｱｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----10101010))))

丸亀丸亀丸亀丸亀FCFCFCFC交流試合交流試合交流試合交流試合((((UUUU----9999・・・・8888・・・・7777・・・・キッズキッズキッズキッズ))))予定予定予定予定

だいちだいちだいちだいちサマーカップサマーカップサマーカップサマーカップ((((ボニータボニータボニータボニータ))))

30303030 火火火火 ×××× ×××× ×××× 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 宿題追い込み

【【【【平成平成平成平成23232323年年年年９９９９月月月月　　　　主要予定表主要予定表主要予定表主要予定表】】】】

☆☆☆☆印印印印はははは大会大会大会大会////練習試合等練習試合等練習試合等練習試合等，，，，○○○○印印印印はははは練習日練習日練習日練習日，，，，◎◎◎◎印印印印はははは自主自主自主自主トレトレトレトレ当番当番当番当番 屋島屋島屋島屋島サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団

日日日日 曜曜曜曜 U-12U-12U-12U-12 U-11U-11U-11U-11 U-10U-10U-10U-10 UUUU----９９９９ UUUU----８８８８ UUUU----７７７７ ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀ ｷｯｽｷｯｽｷｯｽｷｯｽﾞ゙゙゙ 屋島中屋島中屋島中屋島中 摘摘摘摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要

9/19/19/19/1 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

3333 土土土土

☆☆☆☆

((((徳島徳島徳島徳島))))

×××× ×××× ×××× ×××× ××××

○○○○

2F2F2F2F

○

第第第第30303030回回回回なでしこまつりなでしこまつりなでしこまつりなでしこまつり主催少年主催少年主催少年主催少年ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会inininin井川井川井川井川((((UUUU----12121212))))

UUUU----12121212指導者講習会指導者講習会指導者講習会指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭﾘﾌﾚｯｼｭﾘﾌﾚｯｼｭﾘﾌﾚｯｼｭ研修会研修会研修会研修会((((生島生島生島生島ｻﾌｻﾌｻﾌｻﾌﾞ゙゙゙))))

東讃TC(U-12)(19:00-21:00 志度小)

東讃TC(U-11･19:00-21:00 U-10･19:00-20:30 高松大学)

4444 日日日日

☆☆☆☆

((((徳島徳島徳島徳島))))

×××× ×××× ×××× ×××× ××××

○○○○

2F2F2F2F

○○○○ ○

第第第第30303030回回回回なでしこまつりなでしこまつりなでしこまつりなでしこまつり主催少年主催少年主催少年主催少年ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会inininin井川井川井川井川((((UUUU----12121212))))

UUUU----12121212指導者講習会指導者講習会指導者講習会指導者講習会ﾘﾌﾚｯｼｭﾘﾌﾚｯｼｭﾘﾌﾚｯｼｭﾘﾌﾚｯｼｭ研修会研修会研修会研修会((((生島生島生島生島ｻﾌｻﾌｻﾌｻﾌﾞ゙゙゙))))

8888 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

10101010 土土土土

☆☆☆☆

((((三木三木三木三木))))

☆☆☆☆

((((奈良奈良奈良奈良))))

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

☆☆☆☆

((((生島生島生島生島))))

    午後

三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪2010201020102010年近県少年年近県少年年近県少年年近県少年ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

第第第第8888回全国回全国回全国回全国ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｰﾙｽｰﾙｽｰﾙｽｰﾙｽﾞ゙゙゙ｴｲﾄｴｲﾄｴｲﾄｴｲﾄ((((UUUU----12121212))))ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ香川県予選香川県予選香川県予選香川県予選((((ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀ))))

UUUU----11111111奈良遠征奈良遠征奈良遠征奈良遠征（（（（ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｱﾌｨｱﾌｨｱﾌｨｱﾌﾞ゙゙゙ﾛｯｻﾛｯｻﾛｯｻﾛｯｻ高田高田高田高田FCFCFCFC））））

ｴﾘｰﾄ4地区対抗戦(U-10)(生島S)

11111111 日日日日

☆☆☆☆

((((三木三木三木三木))))

☆☆☆☆

((((奈良奈良奈良奈良))))

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

☆☆☆☆

((((鉢伏鉢伏鉢伏鉢伏))))

○○○○ 午後

三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪2010201020102010年近県少年年近県少年年近県少年年近県少年ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212))))

第第第第8888回全国回全国回全国回全国ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｰﾙｽｰﾙｽｰﾙｽｰﾙｽﾞ゙゙゙ｴｲﾄｴｲﾄｴｲﾄｴｲﾄ((((UUUU----12121212))))ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ香川県予選香川県予選香川県予選香川県予選((((ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀﾆｰﾀ))))

UUUU----11111111奈良遠征奈良遠征奈良遠征奈良遠征（（（（ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｨｱﾌｨｱﾌｨｱﾌｨｱﾌﾞ゙゙゙ﾛｯｻﾛｯｻﾛｯｻﾛｯｻ高田高田高田高田FCFCFCFC））））

15151515 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

17171717 土土土土

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

○○○○

((((屋島屋島屋島屋島

幼幼幼幼))))

○○○○

2F2F2F2F

○○○○

2F2F2F2F

×××× 未定

第第第第22222222回高松北回高松北回高松北回高松北ﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年杯高松市少年杯高松市少年杯高松市少年ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212････11111111････10101010))))

第第第第3333回回回回やしまやしまやしまやしま幼稚園地域開放行事巡回幼稚園地域開放行事巡回幼稚園地域開放行事巡回幼稚園地域開放行事巡回ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ教室教室教室教室((((10101010::::00000000----11111111::::30303030))))U-9U-9U-9U-9

育成会役員会育成会役員会育成会役員会育成会役員会((((19191919::::00000000-)-)-)-)，，，，第第第第2222回回回回あなぶきあなぶきあなぶきあなぶき興産杯実行委員会興産杯実行委員会興産杯実行委員会興産杯実行委員会((((20202020::::00000000-)-)-)-)

東讃ｷｯｽﾞｴﾘｰﾄ(U-9)(16:00-17:30屋島G)

18181818 日日日日

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

○○○○

2F2F2F2F

○○○○

2F2F2F2F

○○○○

2F2F2F2F

×××× ○○○○ 未定 第第第第22222222回高松北回高松北回高松北回高松北ﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年杯高松市少年杯高松市少年杯高松市少年ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212････11111111････10101010))))

19191919 月月月月

☆☆☆☆

((((成合成合成合成合))))

☆☆☆☆

((((成合成合成合成合))))

☆☆☆☆

((((成合成合成合成合))))

○○○○ ○○○○ ○○○○ ×××× 午後 第第第第22222222回高松北回高松北回高松北回高松北ﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾀﾘｰ杯高松市少年杯高松市少年杯高松市少年杯高松市少年ｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰｻｯｶｰ大会大会大会大会((((UUUU----12121212････11111111････10101010))))

22222222 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

23232323 金金金金

○○○○

2F2F2F2F

○○○○

2F2F2F2F

○○○○

2F2F2F2F

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

☆☆☆☆

((((屋島屋島屋島屋島))))

○○○○

2F2F2F2F

14:00-

練習試合練習試合練習試合練習試合（（（（UUUU----9999・・・・8888・・・・7777））））

第第第第6666回回回回めざせめざせめざせめざせﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾌｧﾝﾀｼﾞ゙゙゙ｽﾀｽﾀｽﾀｽﾀininininやしまやしまやしまやしま((((9999::::10101010----9999::::40404040))))

24242424 土土土土 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆

☆☆☆☆

((((瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸))))

☆☆☆☆

((((瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸))))

☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ○○○○

ｻﾏｰｷｬﾝﾌｻﾏｰｷｬﾝﾌｻﾏｰｷｬﾝﾌｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ゚゚゚((((全団全団全団全団､､､､屋島少年自然屋島少年自然屋島少年自然屋島少年自然のののの家家家家))))

香川香川香川香川ｽﾎｽﾎｽﾎｽﾎﾟ゚゚゚ﾚｸﾚｸﾚｸﾚｸ祭祭祭祭りりりり((((UUUU----9999・・・・8888))))（（（（瀬戸大橋瀬戸大橋瀬戸大橋瀬戸大橋））））

25252525 日日日日 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ×××× ○○○○

ｻﾏｰｷｬﾝﾌｻﾏｰｷｬﾝﾌｻﾏｰｷｬﾝﾌｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ゚゚゚((((全団全団全団全団､､､､屋島少年自然屋島少年自然屋島少年自然屋島少年自然のののの家家家家))))、、、、市民ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ会場(2F)雨天⇒10/2

東讃TC(U-12)9:00-13:00(瀬戸大橋)4地区対抗戦

東讃TC(U-11)13:30-16:30(瀬戸大橋)4地区対抗戦

U-10県トレ,U-11地区対抗戦に参加、女子ﾄﾚｾﾝU-12(瀬戸大橋)

29292929 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主自主自主自主トレトレトレトレ（（（（16161616::::00000000----18181818::::00000000））））

　　　　※※※※９９９９月月月月からからからからＵ－Ｕ－Ｕ－Ｕ－７７７７のののの練習時間練習時間練習時間練習時間はははは9999::::00000000----12121212::::00000000となりますとなりますとなりますとなります。。。。

①①①① 自主自主自主自主トレトレトレトレはははは、、、、UUUU----12121212････11111111････10101010のののの保護者保護者保護者保護者でででで子供達子供達子供達子供達をみてくださいをみてくださいをみてくださいをみてください。。。。ビブスビブスビブスビブスはははは、、、、西側倉庫前車西側倉庫前車西側倉庫前車西側倉庫前車のののの中中中中にありますにありますにありますにあります。。。。

※※※※暑暑暑暑いいいい日日日日がががが続続続続きますのできますのできますのできますので、、、、自主自主自主自主トレトレトレトレ当番当番当番当番のののの学年団員学年団員学年団員学年団員はははは氷氷氷氷をををを持参持参持参持参させてさせてさせてさせて下下下下さいさいさいさい。。。。

②②②②

９９９９月月月月ははははボニータボニータボニータボニータのののの保護者保護者保護者保護者でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

毎週毎週毎週毎週１１１１階階階階クラブハウスクラブハウスクラブハウスクラブハウス及及及及びびびびググググラウラウラウラウンドンドンドンド（（（（トトトトイイイイレレレレ、、、、倉庫倉庫倉庫倉庫、、、、ごごごごみみみみ箱箱箱箱、、、、ググググラウラウラウラウンドンドンドンド周辺周辺周辺周辺）、）、）、）、２２２２階階階階（（（（トトトトイイイイレレレレ、、、、階階階階段等段等段等段等））））のののの清掃清掃清掃清掃及及及及びびびびごごごごみみみみ処理処理処理処理はははは８８８８月月月月ははははUUUU----8888････7777、、、、


