
7月のお便り

- 7月のスケジュール -

7月の旬のたべものはトマトです。

定期プログラム再開！

6月15日（月）から2年生を対象に定期プログラムが再開しました。

「ただいま！今日空手だよね！」「プログラム何時から？」と、アフターにやってくるなり、
子ども達も大張り切りです。
またプログラム終了後には「楽しかったからもう一回したい！」という声も聞こえてきました。

各プログラムで、「場所を広く使いましょう」という先生の声掛けから、
いつもよりもお友達との間隔をあけ、感染予防を行いながらも子ども達が集中して
取り組めるように工夫しています。

同じ目標に向かって、お友達と一緒に継続して取り組めることは、
子ども達にとって何よりも楽しく、大切な時間となっています。

8月から1年生の定期プログラムも始まります。
学年を超えて１つのことに夢中になれる時間を大切にしながら、
異学年での関わりを楽しみにしています。

サッカーミュージカル

空手 そろばん

アフタースクール ご支援のお願い

3月の学校休校からアフタースクールも閉室となったり、開室時間を短縮させていただいたり、長期に渡りご不便をお掛け致しました。

この度農大稲花アフタースクールをご利用の保護者の皆さまのお力添えを賜りたくご寄付のお願いをさせていただくこととなりました。
皆さまからお寄せいただくご寄付は、主に農大稲花アフタースクールの人件費、感染症対策備品購入費として使わせていただきます。

ご賛同いただける方はお手数ですがメールに記載のURLまたは右記QRコードより、放課後NPOアフタースクールサイトに
開設いたしましたご寄付専用ページにアクセスの上、必要事項をご入力いただきたく存じます。

尚、10万円までのご寄付は上記サイトより、クレジットカード決済とさせていただきます。
11万円を超えるご寄付につきましては、銀行振り込みにてお願いいたします。
その際農大稲花アフタースクールまでご一報いただけますと幸いです。

銀行名： みずほ銀行 支店名：上野毛支店(568) 口座番号：普通 1757013
口座名義：特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール［トクヒ）ホウカゴNPOアフタースクール］

ご寄付受付期間は6月18日から7月30日までとさせていただきます。

今後も農大稲花アフタースクールでは感染防止に努めて換気や手洗い、消毒を徹底しながら、
外遊びやプログラム等、子ども同士の関わり、子どもの「やりたい！」を大切に、安全で楽しい放課後づくりをしてまいります。
なにとぞ御協力を賜りますようお願い致します。

ご寄付専用ページ

月 火 水 木 金
1日 2日 3日

子ども会議

夏休みにやりたいことを
話し合って決めよう♪

『アフター雑誌』
プロジェクト！

　そろばん・ピアノ
　STEM・フェンシング

雑誌づくりに参加したい
メンバーを募ります。

　サッカー・ダンス
ピアノ・STEM

6日 7日 8日 9日 10日

1年生定期プログラム見学・体験会 １年生定期プログラム見学・体験会 １年生定期プログラム見学・体験会 １年生定期プログラム見学・体験会

『アフター雑誌』
プロジェクト！

サッカー・ピアノ
ミュージカル

　　　そろばん・ピアノ・STEM STEM(体験会) 　　　ダンス・ピアノ・STEM

13日 14日 15日 16日 17日

1年生定期プログラム見学・体験会 1年生定期プログラム見学・体験会

『アフター雑誌』
プロジェクト！

　　空手・そろばん・ピアノ
サッカー・ピアノ
ミュージカル

　　そろばん・STEM
フェンシング

STEM(体験会)
　サッカー・ダンス
ピアノ・STEM

20日 21日 22日 23日 24日

1年生定期プログラム
受講者決定メール配信

25日

　　空手・そろばん・ピアノ
サッカー・ピアノ
ミュージカル

　　　そろばん・ピアノ・STEM 定期プログラムPlat登録締め切り

27日 28日 29日 30日 31日

工作WEEK
いけちゃんとリボンづくり

工作WEEK
スマートボールづくりday１

工作WEEK
スマートボールづくりday２

工作WEEK
スーパー鉄砲づくり

工作WEEK
手づくり楽器

『アフター雑誌』
プロジェクト！

　　空手・そろばん・ピアノ サッカー ピアノ 　　　ダンス・ピアノ・STEM

　　　　　　定期プログラム（事前に申込をした子が参加します。対象は2年生のみです。)

　　　　　　アフター参加者みんなで行います（プログラムのため参加できない子は除く）

　　　　　　参加したい子が自由に参加します

1年生定期プログラム申込開始
≪締切　7月19日（日）≫
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定期プログラム『STEM』について

昨年度は1年間を区切りとしてSTEMを実施しまし
た。今年度はプログラム数が減ってしまったため、
来年度末（2022年3月）を区切りとしてプログラム
を実施することとなりました。今年度STEMを受講
している方は基本的に来年度も受講いただきますよう
お願いいたします。



7/27（月）～ 7/31（金） 工作WEEK

今月は久しぶりに工作WEEKを開催します！昨年度大人気だった工作WEEKでは、プラバンやレジンなどのいつもより少
しスペシャルな工作を行ってきました。今回は、既に流行中のリボンづくりや、皆で一つのおもちゃを作る巨大スマート
ボールづくりなどを行います。

●工作WEEK スケジュール
7/27（月）いけちゃんとリボンづくり

7/28（火）巨大スマートボールづくりday１

7/29（水）巨大スマートボールづくりday2

7/30（木）スーパー鉄砲づくり

7/31（金）手づくり楽器

- アフタースクールからのお知らせ -

- 1年生定期プログラム見学・体験会について -

定期プログラム見学・体験会について

8月から１年生の定期プログラムをスタートします。それに伴い、定期プログラムの見学・体験会を実施いたします。
1年生定期プログラム見学・体験会は当日アフタースクールを利用している子を対象に、その日実施しているプログラムを見学して
回ります。下記カレンダーに記載のプログラムの見学・体験が可能です。

※感染予防のため、STEMのみ体験を実施し、その他のプログラムでは見学のみといたします。
※保護者の方の見学は感染予防のため実施いたしません。
見学・体験したいプログラムについてお子様とお話していただきますようお願いいたします。

※各プログラム詳細については『4月のおたより』、各プログラムの感染予防対策については『6月のおたより』をご確認ください。
※Platにて見学・体験日の利用登録（レギュラーまたはスポット）をお願いいたします。プログラム登録は必要ございません。

定期プログラム受講までの流れ

6/19（金）～29（月） STEMのみ体験会申込期間

7/7（火）～16（木） 1年生定期プログラム見学・体験会

7/10（金）～7/19（日） 定期プログラム申込期間
右記QRコードまたはメールに記載のURL「定期プログラム申込フォーム」より定期プログラムのお申込みをお願いいたします。
定期プログラムは基本的に３月末まで継続して参加いただくプログラムです。お子様とよく話し合ったうえでのお申込をお願いします。
※STEMは今年度プログラム数が不足したため、来年度末（2022年3月）までご参加いただきます。

7/22（水） 受講者決定メール

7/25（土） Plat登録締め切り

Platより受講される定期プログラムのご登録、8月レギュラー利用登録をお願いいたします。

8/3 （月） 定期プログラム開始

●そろばんをご希望の方
そろばん道具の購入申込は「定期プログラム申込フォーム」よりお申込みください。
道具の詳細については、メール記載のURLまたは右記QRコードよりご確認ください。

●空手
空手道衣の購入申込は「定期プログラム申込フォーム」よりお申込みください。
サイズについては、メールに記載のURLまたは右記QRコードよりご確認ください。

STEM体験会について 申込期間6/19(金)～6/29(月)

STEMの受講をご希望の方は、お子様の体験が必須となります。
ご希望日に1回45分のどちらかの回にご参加いただきます。ご希望日を右記QRコードよりお申込をお願いいたします。
※Platにて見学・体験日のレギュラーまたはスポットの利用登録をお願いします。
※前回のお申込の際にご回答いただきました方も再度お申込をお願いいたします。 STEM体験会

申込フォーム

- スペシャルWEEK -

●アフタースクール閉室期間
8/10（月）～14（金）の期間はお盆休みとなり、アフタースクールは閉室いたします。

●利用登録について
当初、8月の利用は「チケット制」としていましたが、学校が8/7（金）に終業式を実施すること、

定期プログラムを実施することから『レギュラー利用（特別月）登録』または『スポット利用登録』での利用に変更いたします。
登録方法については改めてメールにてご連絡いたします。

●定期プログラム
夏休みもアフタースクール開室期間は定期プログラムを実施いたします。

定期プログラムを受講される方は、定期プログラムに参加する曜日のレギュラー利用登録が必要となります。
STEMをご受講される方は、開催日が8/26（水）～8/28（金）と開催曜日が異なるため、レギュラー利用登録は必要ございません。
レギュラーまたはスポットでのお申込をお願いいたします。登録方法については改めてメールにてご連絡致します。

●夏休みのイベント
今年の夏休みは少し短いですが、駄菓子おやつDAY、花火鑑賞、スポーツ大会、水遊び等楽しいイベント、スペシャルプログラムを企画し

ています。また、7/2（木）に実施する「子ども会議」で夏休みにやりたいことを募集します！

8月の利用について

『ハピネス』手話動画について
５月のオンラインアフタースクールで1年生を対象に『ハピネス』の音楽に合わせて手話をする動画を募集し、たくさんの動画をお送り
いただきありがとうございました。現在、30以上の動画が集まり編集に時間がかかっています。
完成までもう少しお待ちいただけますと幸いです。

定期プログラム申込フォーム

空手 「道衣・帯サイズ表」

『アフター雑誌』プロジェクト始動！

アフタースクールで雑誌制作をスタートします。内容、構成、全て子ども同士で相談し合いながら「アフター雑誌」をつくります。
まずは夏休みに「第１号」の発行を目指します！
ファッション雑誌、コラム、インタビュー欄等、アフタースクールならではの雑誌をつくりましょう！

●雑誌制作スケジュール
7/2（木） キックオフ！雑誌づくりに参加したいメンバーを募ります。
7/9、16、30日の毎週木曜日 雑誌づくりを行います。

●参加について
アフタースクールを利用している方はどなたでも参加いただけます。
※すべての回に参加できなくても大丈夫です。
※申込は必要ありません

スペシャルWEEK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れば誰でも参加できます。ぜひご参加ください。

そろばん 「そろばん購入表」

月 火 水 木 金

6日 7日 8日 9日 10日

サッカー そろばん STEM(体験会)

16:00～17:00 15:20～16:40

ピアノ ピアノ ダンス

16:30～17:00/17:30～18:00 17:00～17:30 16:00～17:00

ミュージカル ピアノ

16:00～17:00 15:30～17:30

13日 14日 15日 16日 17日

空手 STEM(体験会)

15:30～16:30

そろばん

15:20～17:20

ピアノ

16:00～17:30

15:20～16:05

16:10～16:55

※事前申込必須

1年生定期プログラム申込開始
≪締切　7月19日（日）≫15:20～16:05

16:10～16:55

※事前申込必須


