
6月のお便り

アフタースクールでのプログラムが無い時間は、子どもたちにとって一番自由な時間です。

自由時間は「やらなければいけないこと」がない時間です。

帰るまで外遊びをする子、工作をする子、将棋をする子、それぞれが好きなことに熱中して

います。

鉄棒ではお友達に手伝ってもらいながら逆上がりができるようになったり、将棋のルールを覚

えてお友達と対戦できるようになったりと、子どもたちが熱中し、夢中になれる時間は「でき

るようなった！」がたくさん生まれます。

決められた目標に向かって頑張る時間だけではなく、アフタースクールでは自由時間だからこ

そ育まれる、子どもたちの創造性も大切にしています。

自由な時間は夢中になれる時間



６月のスケジュール

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、

プログラム・イベント等が中止となる可能性があります。

月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日

こども会議
〈BGSと駄菓子おやつDAYの参加メ

ンバー募集！〉

フェンシング
15:30～16:30

フラワーアレンジ
〈鳥かごアレンジ♪〉

16:00～17:00

めざせ！
ドッジボールの達人！

10:30～12:00

※１～３年生、
どの学年も参加できます。

アートであそぼう！
〈スタンプパッドで

　　　かたちをつくろう〉

13:30～15:00

7日 8日 9日 10日 11日

七夕かざり 七夕かざり
直感でアート♪

〈花を生けるペーパークラフト〉
七夕ライト

コーヒーフィルターで
にじみ絵

直感でアート♪
〈花を生けるペーパークラフト〉

15:30～17:00

スラックライン
16:00～17:00

　　　STEM・空手
　　　ピアノ・そろばん

　STEM・サッカー
　ピアノ・ミュージカル

　　STEM・そろばん
　　ピアノ・フェンシング

　　STEM・学習支援 　　　サッカー・ダンス・ピアノ

14日 15日 16日 17日 18日

フェンシング
15:30～16:30

　　STEM・空手
　　ピアノ・そろばん

　　　STEM・サッカー
　　　ピアノ・ミュージカル

　　STEM・そろばん・ピアノ 　　STEM・学習支援 　　　サッカー・ダンス・ピアノ

21日 22日 23日 24日 25日

電子工作
〈コンピューターで

　昆虫ロボを動かそう！〉      
15:30～17:00

電子工作
〈ホバークラフト工作〉

15:30～17:00

　　STEM・空手
　　ピアノ・そろばん

　　　STEM・サッカー
　　　ピアノ・ミュージカル

　　STEM・そろばん
　　ピアノ・フェンシング

　　STEM・学習支援 　　　サッカー・ダンス・ピアノ

28日 29日 30日

スポーツ鬼ごっこを
やってみよう！
15:30～17:00

コマ回しに挑戦！
16:00～17:00

駄菓子おやつDAY

フリマ

　　　           スペシャルプログラム（先着順事前申込制。締切は前開室日17時）

定期プログラム参観WEEK（ピアノ）

                 アフターにきた子は皆で参加します

　　　　　　  参加したい子が参加します

工作WEEK

定期プログラム参観WEEK（ピアノ以外）

定 定 定

定

定

定

定

定

定

定

定定定

定

定

学校休校日/１日開室

定 定



スペシャルWEEKでは、約１週間、子どもたちが好きなことに熱中できる環境をつくります。
アフタースクールにいる時間ならいつでも、いつもよりパワーアップした場所や物で、いつもより少し特別な遊びができます。
アフタースクールに来ていれば誰でも参加できます。ぜひご参加ください。
※当日予定していた内容が変更となることがございます。予めご了承ください。

スペシャルWEEK

今月は、７月の七夕に向けて、大きなホワイトボードを
七夕かざりでデコレーションしたり、トイレットペー
パーの芯を使って天の川をイメージしたキレイな手作り
ライトを作ります！
また最終日には、コーヒーフィルターに好きな色の絵の
具を染み込ませて作るにじみ絵も作ります。

フリマに向けて、また自分やお友達に向けて、初夏を感
じながら素敵な作品作りを楽しみましょう♪

6月7日(月) 七夕かざり
6月8日(火) 七夕かざり
6月9日(水) スぺシャルプログラム

「直感でアート♪
～花を生けるーパークラフト～」

6月10日(木) 七夕ライト
6月11日(金) コーヒーフィルターでにじみ絵

工作WEEK 6月7日(月)～11日(金)

お知らせ

6/4(金)の利用について (学校休校日)

【開室時間】
8:30～18:30（延長19:00まで）

【レギュラー利用の方】
8:30～13:00をご利用される場合、入室時間によって料金が
発生します。
入室時間：8:30～10:59 ：2900円

11:00～12:59：1500円
※利用される方は「入室時間」の変更、お休みされる方は
「欠席登録」をPlatよりご登録ください。

【スポット利用の方】
Platの「スポット利用」より通常通りお申込ください。

【お弁当注文】≪注文締切 ６月3日（木）17:00≫
お弁当の注文が可能です。献立・成分表は確定次第メールに
てお知らせいたします。
注文される方はPlatの「予約内容変更・確認」よりお申込みく
ださい。注文された日は、お箸をご持参ください。

※12:00～13:00の時間帯をご利用の方のみ、注文のお弁当を食べる
ことができます。
衛生上、注文弁当の持ち帰りや上記時間外に食べることはできません
のでご了承ください。

【持ち物】
お弁当（注文以外の方）、水筒、私服、外あそび用帽子、上
履き、学習道具（必要な方）、マスク（予備1枚）、ハンカチ、
ティッシュ
※お弁当注文された方は、箸をご持参ください。

【登下校】
制服、制靴、制帽、個人バッグ（ランドセル以外）

【定期プログラム】オンライン参観WEEK

1年生も仲間入りし、より活気あふれる雰囲気となった定期プ
ログラム。この度、プログラムの様子をご覧いただけるオン
ライン参観WEEKを開催することとなりました。
この機会にぜひ、受講されているプログラムの雰囲気、参加
中の子どもたちの様子をご覧いただけますと幸いです。

【日程】
◎定期プログラム（ピアノ）参観WEEK

6月14日（月）～18日（金）
◎定期プログラム（ピアノ以外）参観WEEK

6月21日（月）～25日（金）

※お子さんが受講されているプログラムのみご参観いただ
けます。

※当日の配信は、ライブ配信のみとなります。
後日、録画したものを配信することはございません。

【参加方法（Zoomにてライブ配信いたします）】
①メールにて、プログラム受講者へ事前に配信URLをお送り
いたします。
②プログラム開始時刻となりましたら、事前にお送りしたリ
ンクをクリックし、ご参加ください。

※１家庭2台までご視聴いただけます。
※プログラム受講者に配信URLをお送りいたしま

す。事前申込は不要です。

【Zoom配信入室可能時間】
各プログラム開始時刻10分前～プログラム開始15分後(予定)
※上記時間帯のみ、入室可能となります。ご了承ください。
※ご自由にご退室ください。

工作WEEKの様子



６月のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・６月のスペシャルプログラムは、5月24日(月)12:30よりWeb申込開始です。

Platの「スペシャルプログラム予約」（右記QRコード）よりお申込ください。
【PlatURL】https://afterschool.force.com/plat/s/specialprogramreservepage

・定員があるプログラムは先着順の受付となります。
定員を超えた場合は、自動的にキャンセル待ちとなります。
キャンセル待ちの方へは、参加できる場合のみご連絡致します。
定員に達していないプログラムは、前開室日の17:00までお申込いただけます。

・一度お申込いただいたスペシャルプログラムはキャンセルできません。
当日の参加がない場合でも参加費はいただきます。やむを得ない事情の場合は事前にご相談ください。
Platで欠席登録をした場合、こちらで解約をさせていただき、キャンセル待ちの方・これからお申込の方
を優先させていただきます。

※スペシャルプログラムのお申込は、アフタースクールへのご入会が必要です。
※スペシャルプログラムに参加する日は、レギュラー利用またはスポット利用と併せてお申込ください。

※プログラム料金の表示を全て税込価格に変更いたしました。以前と表記が異なるため、お手数ですがご確認ください。

スペシャルプログラム
申込QRコード

スラックライン
6/10(木)

16:00～17:00

【参加費】 770円（税込）
【定員】 15名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 hug-luma 二河 等

ゆらゆらと揺れる、不安定なラインの上に長い時間立ったり、
しゃがんだりとスラックライン検定をもとにいろいろな技に
挑戦するプログラムです。初めて参加する人も大丈夫！自分
のペースで練習することができるので、先生が基本から楽し
く教えてくれます。バランス感覚、体幹を養ってカラダの使
い方を身につけよう！
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル

今回は、大切な人へ贈る、お花を生けるペーパークラフトを
作ります！アクリル絵の具を使って、プレゼントしたい人の
イメージを思い描きながら、紙に色を塗ります。そして、ど
んな形にして花を生けたいか考えながら紙の形を変えていき
ます。最後に好きなお花を選び、生けて完成させるペーパー
クラフトです。自分だけの芸術的なプレゼントを作りま
しょう♪
【持ち物】エプロンまたは汚れてもいい私服

【参加費】 1,100円（税込）
【定員】 10名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 臨床美術士 藤原直美

直感でアート♪
〈花を生けるペーパークラフト〉

6/9(水)
15:30～17:00

フラワーアレンジ
〈鳥かごアレンジ♪〉

6/3(木)
16:00～17:00

【参加費】 2,310円（税込）
【定員】 10名
【対象】 1,2,3年生
【講師】 日本フルールスタイル協会代表

木島尚見

６月は梅雨空が続きますが、そんな日でも気持ちがぱっと晴
れる鳥を入れた鳥かごのフラワーアレンジを作ります！
初夏が感じられる色合いのお花たちを鳥かごに飾り付けて、
最後に鳥を中に入れてあげて、完成させます。
学習机や窓際において、梅雨の季節も楽しみましょう♪

フェンシング
(１年生)

6/2(水)・6/16(水)
15:30～16:30

人気があり、定期プログラムにもなったフェンシングを１年
生対象に実施します！本格的ですが、当たっても痛くない道
具を使って練習します。基礎的な動きを練習した後は、試合
も行います。先生が丁寧に教えてくれますので、安心してご
参加ください！ ※どちらか１日のみの参加も可能です。
【持ち物】長袖（実習着または運動できる私服）、水筒、

タオル

【参加費】 各550円（税込）
【定員】 各10名 【対象】 1年生
【講師】 東京農業大学フェンシング部監督

髙橋英一

めざせ！
ドッジボールの達人！

6/4(金)
10:30～12:00

回数を重ねてきたドッジボールプログラム。遊びの中でも、
上達した姿が見られるようになりました。ドッジボールは
継続することで上達し、どんどん楽しくなるスポーツです。
ボールの基本的な投げ方やキャッチの仕方を丁寧に教えて
もらい、最後には試合を行います。ぜひ皆さん参加してみ
て下さい♪
【持ち物】実習着または運動できる私服

水筒、タオル

【参加費】 770円（税込）
【定員】 20 名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 ドッジボール日本代表総監督 吉田隼也

アートであそぼう！
〈スタンプパッドで

かたちをつくろう〉

6/4(金)
13:30～15:00

【参加費】 2,420円（税込）
【定員】 15名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 アートワークショップユニット コネルテ
（https://conerute.mystrikingly.com/）

無地のトートバッグに自分だけの模様を描いて、アート
体験を楽しみながらオリジナルのトートバッグを作りま
す。マスキングテープを貼って塗りたい形をつくり、そ
の上からスタンプパッドを使って色付けをしていきます。
形や色を組み合わせて、感じたままに自分だけの模様を
作って楽しみましょう♪
※作ったトートバッグはお持ち帰りいただけます。

https://afterschool.force.com/plat/s/specialprogramreservepage
https://conerute.mystrikingly.com/


６月のスペシャルプログラム

スポーツ鬼ごっこを
やってみよう！

6/28(月)
15:30～17:00

【参加費】 770円（税込）
【定員】 20名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 東村山市スポーツ鬼ごっこ愛好会代表 三輪耕太

スポーツ鬼ごっことは、時代に合わせて新しく開発された
鬼ごっこです。今回は、そんなスポーツ競技と遊びの要素
が共存した新しい鬼ごっこを体験して楽しみます！
２チームに分かれて、勝ち負けを競う鬼ごっこなので、
チームワークが重要になります。お友達と一緒にコミュニ
ケーションをとりながら競技に挑戦してみましょう！
【持ち物】実習着または運動できる私服

水筒、タオル

電子工作
〈ホバークラフト工作〉

6/23(水)
15:30～17:00

【参加費】 3,410円（税込）
【定員】 10名 【対象】 3年生
【講師】 園部機械電子技術研究所 園部元裕

こちらのプログラムでは、ホバークラフト工作に挑戦します。
ホバークラフトとは、水面や地面に向けて空気を噴出して、
浮きながら進む乗り物のことです。どんな仕組み？どうして
進むの？など疑問を考えながら、作品づくりを楽しみます！
陸上も水上も走るホバークラフトを自分の手で作りましょう。
※自分で作ったホバークラフトは、お持ち
帰りいただけます。

コマ回しに挑戦！
6/29(火)

16:00～17:00

電子工作
〈コンピューターで

昆虫ロボを動かそう！〉

6/21(月)
15:30～17:00

【参加費】 2,750円（税込）
【定員】 10名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 スタディPCネット経堂 斎藤賢司

今月の電子工作では、ロボットにプログラミングをして、
動かす実験を行います。カブトムシの形をしたロボットに
コンピューターでプログラムを打ち込み、指示通りに動か
せるかチャレンジしましょう！最後に虫ロボット同士で、
戦います。どんな動きをプログラミングしたら、勝てるか
な？２人１組で作戦を考えて、バトルも楽しみましょう！

【参加費】 880円（税込）
【定員】 15名
【対象】 1,2,3年生
【講師】 全日本こま技選手権チャンピオン こまのたけちゃん

アフターの中でも、人気の遊びとなったコマ回し！このプ
ログラムでは、ただコマを回すだけでなく、検定表を見な
がら、技を練習してコマの腕を磨きます。教えてくれるの
は、全日本こま技選手権で４連覇している、たけちゃん先
生。コマを手に乗せたり、ひもの上を綱渡りをしたり、
色々な技にチャレンジできます！
コマ好きの子も、気になる子も
ぜひ参加してみて下さい！

放課後の時間は、自分で自由に過ごし方を決める
ことのできる、子どもたちにとって自分らしくの
びのびと過ごせる時間です。

そのアフタースクールの活動の中で、スペシャル
プログラムでは、２つのことを大切にして実施を
しています。
１つは『新しい出会い』です。スペシャルプログ
ラムを通して、普段は体験できないことを体験す
ることで、子どもたちが新しく「好きなこと」に
出会えるきっかけになります。

２つめは『本物に触れること』です。プロの方や
専門の方が講師として教えてくれるので、本物に
触れることができる貴重な機会になります。

この２つを大切にして、子どもたちにこんな経験
を届けたい！という想いを込めて、スタッフ自身
もわくわくすることを考えながら、企画をしてお
りますので、今後ともよろしくお願いいたしま
す！

スペシャルプログラムについて


