
夏休みのお便り①開校日について
7月24日（水）～8月30日（金）8:30～18:30（延長～19:00） 午前 8:30～13:00 ／午後 13:00～18:30
※8:30より前に到着した場合、校門の外でお待ちいただくことになりますので、ご注意ください。
閉室日：土日祝日および8月12日（月）～8月16日（金）

②服装・持ち物について
<服装>
登下校は、制服・個人バック（ランドセル以外）となります。
※一部の方より私服での登下校のご要望をいただいておりましたが、学校と相談し子どもたちの安全管理上登下校は制服となりました。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

<持ち物>
・私服
※汗をかいたり汚れたりするため、アフタースクール入室後全員私服に着替え、アフター内では私服にて活動します。動きやすい汚れてもよい服装をお願いいたします。

・水筒（水かお茶。カバー付きペットボトル可） ・つば付きの帽子（制帽以外。外遊びの際に使用） ・タオル
※毎日暑いことが予想されますので、水筒・帽子・タオルは毎日お持ちください。

・ハンカチ ・ティッシュ ・学習道具（宿題・ドリルなど） ・筆記用具 ・プログラムの持ち物（受講の場合）
・校内靴 ・運動靴 ・お弁当（夏休み期間中はお弁当の注文が可能です。KidsAIシステムよりお申込みください）
・（必要に応じて）塩分チャージのタブレット（子ども同士での交換は禁止です。自分の分のみお持ちください）
※すべてのものに、必ずお名前のご記入をお願いします。
※遊び道具、お菓子の持ち込みは禁止です。必要な持ち物以外の紛失・盗難については責任を負いかねます。

③料金について
◆７月 レギュラー料金（長期休暇を含むため特別月）、またはスポット料金
◆８月 事前申込チケット料金、またはスポット料金となります。
＜事前申込チケット料金＞ ＜スポット料金＞

※全日利用の場合の利用料金

【事前申込に関する注意事項】 ※必ずご確認ください。
●事前申込チケットが適用された場合、日数分ご利用をしなかった場合でも、返金は致しかねます。
●半日スポット2回で1日分というご利用はできません。
●引き落しは、事前申込チケット料金は8月、スポット料金・延長料金・都度随伴料金・サマープログラム料金・スペシャルプログラム料金・お弁当料
金は9月となります。
●8月は、レギュラー随伴はなくなります。すべて都度随伴となります。

③お申込みについて
◆7月（4月～6月までと同じ）
・７月中のご利用は、レギュラー利用日については特にお申込みの必要はありません。 ※レギュラー利用の申込は6月25日（火）締切となります。
・スポットご利用の場合は、通常通りKidsAI よりスポット申込をお願いいたします。（利用日前開室日17時締切）
◆8月
事前申込チケット申込期間 6月24日（月）12時30分～７月19日（金）23時59分
・利用はすべて KidsAI の【スポット申込】より お願いいたします。
・7月19日（金）23時59分時点で、自動的にスポット申込日数をカウント致します。
日数に応じて、自動的に事前申込チケット、またはスポットとの組み合わせを計算し、安価な方を採用いたします。

・半日スポットは、事前申込チケット内にカウントいたしません。
・お申込み期間以降のキャンセルの場合、返金は致しかねますのでご注意ください。
・7月20日（土）以降の申込は、すべて通常のスポット料金となります。ご利用日の前開校日 17 時までに KidsAI よりお申込みください。

利用日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日

利用料金 4,700 9,400 14,100 18,800 22,500 27,200 31,900 36,600 41,300 42,000 46,700 51,400 56,100 60,800 64,600 64,600 64,600
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利用料金

半日 2,600

全日 4,700

夏休みの利用方法

夏休みのお便りは、８月の誕生花「ひまわり」をモチーフにしました。
「ひまわり」の花言葉は、太陽を追うイメージ「あこがれ」「あなたを見つめる」から、愛慕・敬慕・愛慕・崇拝・情熱・情熱などがあります。
「あなたを幸福にする」「あなたは素晴らしい」なんていうロマンチックな意味も込められているので、大切な人への花束で見た目も心も元気になりますね。

月 火 水 木 金

24日 25日 26日

朝活
9:00～9:30 朝ヨガ 朝ヨガ 朝ヨガ

午前
10:00～11:00

子ども会議
（ひみつ基地づくりについて）

10:00～11:00
スライムづくり

10:00～12:00
ポケモンカードバトル

午後
14:30～15:30

手づくりおやつ≪かき氷≫

14:00～16:00
LaQで遊ぼう！

～多面体つくろう～

14:00～15:30
スイカ割り

29日 30日 31日 1日 2日

ひみつ基地づくり ひみつ基地づくり ひみつ基地づくり ひみつ基地遊び ひみつ基地遊び
朝活

9:00～9:30 朝ヨガ 朝ヨガ 朝ヨガ ラジオ体操 リズムトレーニング

10:00～11:00
運動能力向上講座　vol.1

～走力アップ～
Day１

10:00～11:00
運動能力向上講座　vol.1

～走力アップ～
Day２

11:00～12:00
サスケ

SASUKE

10:30～12:30
サマークッキング 　vol.1

～お昼ごはんをつくろう！～
Day１

10:30～12:30
サマークッキング 　vol.1

～お昼ごはんをつくろう！～
Day２

13:30～14:30
ミュージカル

Day１

13:30～14:30
ミュージカル

Day２

13:30～14:30
ミュージカル

Day３

13:30～14:30
ミュージカル

Day４

13:30～14:30
ミュージカル

Day５

14:30～15:30
手づくりおやつ≪フルーツアイス≫

5日 6日 7日 8日 9日

朝活
9:00～9:30 ラジオ体操 ラジオ体操 ダンス ダンス リズムトレーニング

10:00～11:00
運動能力向上講座 vol.2

～投能力アップ～
Day１

10:00～11:00
運動能力向上講座 vol.2

～投能力アップ～
Day２

10:00～11:00
子ども会議

（縁日について）

10:00～12:00
水遊び

11:00～12:00
科学実験　vol.1

～ストロボコマの不思議～
Day１

11:00～12:00
科学実験　vol.1

～ストロボコマの不思議～
Day２

13:30～14:30
科学実験　vol.1

～ストロボコマの不思議～
Day１

13:30～14:30
科学実験　vol.1

～ストロボコマの不思議～
Day２

13:30～15:30
世界を旅するスイーツクッキング
～カラメルクリームプリング＆ギモーブ～

13:30～15:00
サマークッキング vol.2

～夜ごはんをつくろう！～
Day１

13:30～15:00
サマークッキング vol.2

～夜ごはんをつくろう！～
Day２

15:00～16:00
手づくりおやつ≪白玉≫

15:30～16:30
English！

Day１

15:30～16:30
English！

Day２

15:30～16:30
English！

Day３

12日 13日 14日 15日 16日

お休み お休み お休み お休み お休み

19日 20日 21日 22日 23日

縁日準備 縁日準備 縁日準備

朝活
9:00～9:30 リズムトレーニング ラジオ体操 ダンス ダンス ラジオ体操

午前
11:00～12:00

サスケ

SASUKE

11:00～12:00
科学実験　vol.2

～カラーアナライザー～
Day１

11:00～12:00
科学実験　vol.2

～カラーアナライザー～
Day２

13:00～14:30
STEM
Day１

13:00～14:30
STEM
Day２

13:00～14:30
STEM
Day３

13:30～14:30
科学実験　vol.2

～カラーアナライザー～
Day１

13:30～14:30
科学実験　vol.2

～カラーアナライザー～
Day２

15:00～16:30
STEM
Day１

15:00～16:30
STEM
Day２

15:00～16:30
STEM
Day３

14:30～15:30
手づくりおやつ≪フルーツアイス≫

26日 27日 28日 29日 30日

縁日準備 縁日準備 縁日準備 縁日 縁日
朝活

9:00～9:30 ラジオ体操 ラジオ体操 ダンス ダンス ラジオ体操

午前
10:00～12:00

ポケモンカードバトル
10:00～12:00

水遊び

10:30～12:30
サマークッキング 　vol.3
～一汁二菜をつくろう！～

Day１

10:30～12:30
サマークッキング 　vol.3
～一汁二菜をつくろう！～

Day２

午後
14:30～15:30

手づくりおやつ≪かき氷≫
14:00～15:00

スラックラインにチャレンジ！

13:30～15:30
飛び出す絵本づくり

～夏の思い出をつめこんで～

朝活（9:00～9:30）アフター参加者みんなで行います

サマープログラム（先着順事前申込制。締切は1週間前17時）

スペシャルプログラム（先着順事前申込制。締切は全開室日17時）

　　　　　　　　　白地 参加したい子が自由に参加します

午後

午前

午後

午前

午後

※日程は予定のため、天候や子どもたちの様子により変更の可能性がございます。ご了承ください。



朝活やります！
毎朝、9:00～9:30は子どもスタッフみんなで朝活を行います。保護者の方のご参加も大歓迎！日程は表紙のスケジュールをご覧ください。

スペシャルプログラム
≪お申込方法≫
・夏休みのサマープログラム・スペシャルプログラムは、７月１日（月）12:30申込開始予定です。KidsAIの「スペシャルプログラムPG」よりお申込みください。※サマープログラム【STEM】のみ申込期間が異なりますのでご注意ください
・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、キャンセル待ちを承りますので、メールにてご連絡ください。※キャンセル待ちからの参加は定員を増やした場合を想定しております。参加可能となった場合のみご連絡させていただきます。

定員に達していないサマープログラムは１週間前17:00まで、スペシャルプログラムは前開室日17:00までお申込みいただけます。
・一度お申込いただいたサマープログラム・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。
・複数日程連続のプログラムについては、全日参加をお願いいたします。やむを得ず一部お休みする場合は事前にご連絡をお願いいたします。KidsAIの「スペシャルプログラムPG」申込では、すべてのプログラム実施日の申込をお願いいたします。
※サマープログラム・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。サマープログラム・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事前申込またはスポット利用とセットでお申込ください。

料金はすべて税別

サ ス ケ

SASUKE

サスケはスポーツマンたちが様々なミッションをクリアしながらゴールに向かって進んでいくアトラクション、
テレビで見たことがある方も多いかと思います。アフターでもこの夏、サスケ小学生バージョンを作ります。
跳び箱やマットを使って、ミッションを作っていき、参加者に挑戦してもらいます。ジャンプしたり、のぼった
り、手・足・全身を使って進んでいくため、身体の使い方を練習することができます。講師はスラックライ
ンでお馴染みの名執先生をお迎えして、サスケにチャレンジします！挑戦者たち集まれ！
持ち物：実習着または運動できる服装、タオル、水筒

講師：スターキッズたいそうくらぶ・エンジェルキッズ代表 名執典子

8/2(金)
11:00～12:00

【参加費】700円
【定員】16名

LaQで遊ぼう！
～多面体をつくろう！～

【参加費】800円
【定員】16名

講師：LaQマスター 浅川直樹

7/25（木）
14:00～16:00

LaQはただ楽しいだけではなく、知育玩具としての役割もあるんです！試行錯誤しながらパーツを組み
立てることは想像力・表現力・色彩感覚を養うと共に、集中力や論理的・数学的思考を養うと言われ
ています。4月から開催してきたLaQプログラム、今回は「多面体づくり」を行います。多面体と言っても、
色も形も多種多様、簡単な物から難しい物まで、自分のレベルに合った、自分の好きな多面体を作
ることができます。今回は夏休み特別、２時間たっぷり取り組むことができますので、ぜひご参加ください。
※今回は作った作品の持ち帰りはありません

講師：東京農業大学 応用生物科学部 スポーツ科学 准教授 勝亦陽一

運動能力向上講座 vol.2
～投能力アップ～

8/6（火)  7(水)
10:00～11:00

【参加費】1400円
【定員】16名

運動能力向上講座夏休み特別バージョン、２日連続プログラム第２回目は「投能力アップ講座」を
実施します。、ボールの握り方、投げるフォーム、ボールの捕り方を練習します。投げる力は、ドッヂボー
ル、野球、バスケなど、子どもたちも大好きな遊びに繋がります。２日目は計測も行います。どのくらい
投げられるようになるかな？？人気のプログラムです。お早目のお申し込みを！
※基本的に２日間参加のプログラムとなります。片日参加の場合も参加費は変わりませんのであらか
じめご了承ください。
持ち物：実習着または運動できる服、タオル、水筒

運動能力向上講座 vol.1
～走力アップ～

7/30(火) 31(水)

10:00～11:00

【参加費】1400円
【定員】16名

講師：東京農業大学 応用生物科学部 スポーツ科学 准教授 勝亦陽一

運動能力向上講座も夏休み特別バージョン、２日間連続プログラムとして登場です。１回目は「走
力アップ編」、脚や腕の振り方を丁寧に教えてもらい、走るうえで大切なリズム感やジャンプ力を鍛える
練習をします。２日目の最後には計測をして、どのくらい上手に速く走れるようになったか、肌で数字で
感じてもらいます。走力アップは色々なスポーツの基本、楽しく走って、自己ベストを目指しましょう！
※基本的に２日間参加のプログラムとなります。片日参加の場合も参加費は変わりませんのであらか
じめご了承ください。
持ち物：実習着または運動できる服、タオル、水筒

スイーツクッキング
～カラメルプディング &ギモーブ ～

8/7（水）
13:30～15:30

【参加費】1300円
【定員】15名

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

毎月実施している「旅するスイーツクッキング」、夏休みはたっぷり２時間かけて「カラメルクリームプディ
ング」と「ギモーブ」を作ります。「カラメルクリームプディング」は皆さんお馴染みのとろける食感が美味し
いスイーツですが、実はイギリス発祥のスイーツなんです。「ギモーブ」はフランスのマシュマロと言われる
スイーツで、フルーツピューレとゼラチンを使用しており、モチモチとした食感が特徴的なスイーツです。
今回はイギリスとフランスのコラボレーション、2か国のスイーツをぜひご堪能ください！
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、タオル

サマープログラム

リズムトレーニング

読売ジャイアンツなどプロ選手も取り入れている
リズム感を高めることで運動パフォーマンスを向上させる

画期的なトレーニング法！
ぜひHPもご覧ください http://srt.or.jp/

講師：スターキッズたいそうくらぶ・エンジェルキッズ
代表 名執典子

夏休みだもん！
子どもがやりたいことを楽しもう！！

5月の子ども会議で「夏休みにやりたいこと」を話し合いました。

子どもたちが特に盛り上がった
「ひみつ基地づくり」 7/29（月）～8/2（金）予定
「縁日」 8/21（水）～8/30（金）予定

は、子どもたちに企画・準備をしてもらいながら、みんなで作ります！

6月27日の子ども会議で、子どもたちに実施を伝えて係を決め、
7月24日、8月8日の子ども会議では、それぞれの企画の事前打ち合わせをみんなで行います。

どんな秘密基地ができるか、どんな縁日になるかはお楽しみですが、
作るプロセスも含めて子どもたちが楽しんでくれるといいなと思っています。

その他にも、子どもたちがあげてくれたかき氷、スライムづくり、スイカ割り、水遊び、ポケモンカードバトルを行う予定です。
日程は、表紙のスケジュールをご覧ください！

朝ヨガ

子どもも大人も一緒に朝ヨガで、体も心もすっきり！
充実した1日となりますように♪

★持ち物：バスタオル

講師： luanayoga主宰 kanami

ダンス

みんなの好きな曲をかけながら、自由に踊ろう！
毎回、リクエストを受け付けるので、

踊りたい曲がある人は当日教えてね♪

講師：studio LOOP 代表 濱田三賀

ラジオ体操

小学校の夏休みといえば、
昭和も平成も令和も変わらず「ラジオ体操」

さぁ、みんなで一緒に
「ラジオ体操第一！」

チャーッチャッチャチャチャチャチャ♪

飛び出す絵本をつくろう！
～夏の思い出をつめこんで～

8/29（木）
13:30～15:30

【参加費】1500円
【定員】12名

講師：手作り絵本＆ポップアップカード絵本クリエーター
桑原妙子

小学生になって初めての夏休みを絵本にしてみませんか？
夏休みの終わりに、ポップアップカードで人気の桑原先生と
一緒に、飛び出す絵本をつくります。デザインもストーリーも
オリジナル、世界に１冊の絵本を作るプログラムです。画
用紙をチョキチョキ切ったり、絵を書いたり工夫して、見開き
４ページの絵本を作ります。絵を書くのが苦手な人も大丈
夫、先生がかわいい海の仲間のイラストを用意してくれます。
また、自分でお話を考えるので子どもたちの創造性もぐ～
んと広がります。ぜひ、夏の思い出を絵本に残しましょう。

２日
連続

２日
連続

7/29（月) 30（火）
10:30～12:30

サマークッキング vol.1  
～お昼ごはんをつくろう！～

【参加費】3000円 【定員】12名
【持ち物】 エプロン、三角巾、マスク、タオル

1日目 ①ミートソースの手作りニョッキ ②シャカシャカチーズドレッシングサラダ
粉から手作りのニョッキをこちらも手作りのミートソースと合わせて作ります。
2日目 ①ドライカレー ②手作りナン ③ラッシー
カレールウを使わないドライカレーをグループで協力しながら作ります。粉から捏ねたモチモチ手作りナン
を作って、カレーと一緒に召し上がれ！
※食事の時間は含まれていません。また、調理時間、食事の時間によって終了時間が前後する場合があります。
※食材調達等やむを得ずメニューが変更になる場合がございます。その際は事前にご連絡いたします。

講師：管理栄養士 COOK会主宰 沼津りえ

サマークッキング vol.2  
～夜ごはんをつくろう！～

8/8（木) 9（金）
13:30～15:00

サマークッキング第2弾は「夜ごはんを作ろう！」お家に持ち帰る夜ご飯の一品を「ひき肉」を作ります！
1日目 トマト煮込みハンバーグ
ひと手間かかる煮込みハンバーグ、今回はみんな大好きトマトベースで５コを目標に作ります。
2日目 ピーマンの肉詰め
ピーマンにひき肉を詰めて、じっくり焼いて、ソースをつければ出来上がり！ピーマンの苦みとお肉の旨味
の相性抜群のピーマンの肉詰めを10コを目標に作ります。
※作ったものはすべて自宅に持ち帰ります。調理時間によって終了時間が前後する場合があります。
※食材調達等やむを得ずメニューが変更になる場合がございます。その際は事前にご連絡いたします。

講師：放課後NPO売れっ子講師 戸叶綾子

【参加費】 3000円 【定員】10名
【持ち物】 エプロン、三角巾、マスク、タオル

8/7（水）８（木）9（金）
15:30～16:30

English!
サマープログラム、English！３日間、英語を学び・楽しむプログラムです！
マザーグースは古くから伝わるたくさんのお話で、英語圏の国では３大教養ともいわれ、英米の子どもた
ちで知らない人はいないほど深く根付いた文化となっています。外国の映画にはマザーグースに関連し
たものがたくさん出てくるので、マザーグースを知れば、外国の映画やアニメがもっと面白くなること間違い
なし！今回はマザーグースの歌やゲーム、工作を通して英語を楽しみます。小学校など教えている木
村先生が３日間楽しく英語を教えてくれますので、初めて英語をやる人も大丈夫、みんなで楽しく
Let’s English!!
※こちらのプログラムには、海外インターンさんも参加する予定です。

【参加費】3000円
【定員】12名

講師：ラボ教育センター ラボ木村パーティー講師 木村恵美

8/28（水) 29（木）
10:30～12:30

サマークッキング vol.3  
～一汁二菜をつくろう！～

【参加費】3000円 【定員】12名
【持ち物】 エプロン、三角巾、マスク、タオル

サマークッキング第3弾は「一汁二菜づくり」をして、ランチとしていただきます！
1日目 サーモンとカラフル野菜の紙包み蒸し/きのことツナの和え物/ごはん（白米）/お味噌汁
2日目 夏野菜の肉巻き/こんにゃくやひじきの副菜/雑穀米/あさり出汁のお味噌汁
今回はお魚料理に初挑戦！栄養バランスのとれた日本の食事の基本、一汁二菜を美味しく楽しく作
ります！
※食事の時間は含まれていません。また、調理時間、食事の時間によって終了時間が前後する場合があります。
※食材調達等やむを得ずメニューが変更になる場合がございます。その際は事前にご連絡いたします。

講師：野菜ソムリエ 神野佳奈子

7/29(月)30(火)31(水) 8/1(木)2(金)
13:30～14:30

ミュージカル

【参加費】3500円
【定員】10名

講師：農大稲花小学校音楽科教諭 増當美里亜

8/5（月）6（火）
11:00～12:00

科学実験 vol.1
～ストロボコマの不思議～

「長いのに短い？」「動いているように見えて実は止まっている？」私たちの生活の中にはそんな＜見え
方の不思議＞がひそんでいます。人の脳の中で起きる「錯覚」を楽しく体験してみましょう。
今回はその中でも「ストロボ効果」に注目し、実際に皆さんの手元でその錯覚を起こしていきます。最
後はその効果を使ったオリジナルのコマを作ってプレゼント！一緒に見え方の世界の不思議を楽しみま
しょう。

【参加費】4000円
【定員】12名

講師：わくわくキッズ代表 阿部麻里

8/22（木）23（金）
11:00～12:00

科学実験 vol.2
～カラーアナライザー～

「どうしてリンゴは赤いの？」「空が青いのはなぜ？」私たちの日常は、光と色の不思議にあふれています。
今回はその謎にせまっていきます。特殊なシートを使って光を分解してみたり、色付きシートでいろいろ
なものを見たりしてみましょう。最後は分かったことをもとに、暗号文をつくります。
※このプログラムはGEMSのアクティビティがもとになっています。

【参加費】4000円
【定員】12名

講師：わくわくキッズ代表 阿部麻里

8/19（月）20（火） 21（水）
13:00～14:30

STEM

定期プログラム【STEM】のロボ団コンテンツを、夏休み3日間集中プログラムとして行います。教育用レ
ゴ・マインドストームEV4を用いて、自分でロボットを作成！そして、チキンレースや巨大迷路にチャレン
ジしてもらいます。最後にはちょっとした景品も！ ※定期プログラムの内容とは異なります

<申込>多くの方にSTEMプログラムを体験していただくため、定期プログラム【STEM】受講者以外の
方の優先申込期間を設けます。
定期プログラム未受講者は6月24日(月)12:30、定期プログラム受講者は7月1日(月)12:30申
込開始予定です。どちらもkidsAIにて先着順となっております。

【参加費】9000円 【定員】８名
【持ち物】ipad
※レンタル用ipadは数に限りがあるため、ipadは

基本的にご家庭での用意をお願いします。
機種が古いものや対応していないものもございます。
ご不明点や、レンタルのご相談などはご連絡ください。

講師：元システム会社勤務 システム開発担当 釘村綾子

8/19日(月)
11:00～12:00

講師：スターキッズたいそうくらぶ・エンジェルキッズ代表 名執典子

スラックラインにチャレンジ！

8/27（火）
14:00-15:00

【参加費】500円
【定員】16名

4,６,７月と継続して実施してきたスラックライン、継続は力なり！今月も実施します。
スラックラインはゴム状のベルトの上を歩いたり、技を披露する今注目のNEWスポーツです。バランス
感覚や体感を鍛えることができます。歩くだけでとっても難しい‼まずはベルトの上に立つところから、
上達した人は技まで、
先生が丁寧に教えてくれます！
※マットをひいて安全を確保した上でプログラムを実施しますが、一般のスポーツ同様、骨折、捻挫と
いった怪我の可能性がありますので、ご理解ください。
★持ち物：実習着又は動きやすい私服、水筒

8/5（月）6（火）
13:30~14:30

8/22（木）23（金）
13:30~14:30

8/19（月）20（火） 21（水）
15:00～16:30

※ポケモンカードバトルに参加される方は、自宅よりポケモンカードをお持ちください。
ポケモンカードをお持ちいただけるのは、ポケモンカードバトルの日のみとなります。他の日のアフターへの持参はご遠慮ください。
ポケモンカードの交換は禁止です。紛失や子ども同士のトラブルについては責任を負いかねますので、ご自宅でも事前にお子様とお話しください。

音大でミュージカル研究を専門とされていた増當先生と一緒に、1週間かけて本格的なミュージカルに
挑戦します。みんなが聞いたことのあるミュージカルの曲に合わせて、歌あり、ダンスあり。全員心を合わ
せて作るパートだけでなく、全員1度はソロパートもあり！
※参加者が決まってから増當先生と相談の上、曲を決定いたします。
※最終日、子どもたちのミュージカルの動画を撮影し、今後の広報等に使用する可能性がございます。
動画撮影が不可の場合は事前にご連絡をお願いいたします。


