
１０月のスケジュール

10月のお便り

★映像WEEK★

８月から始動した『映像WEEK』。

今までは、スタッフが普段の子どもたちの様子を撮影し動画を製作してきました。

映像WEEKでは、企画も撮影も編集も、全て子どもたちが行います！

８月は“夏休みの思い出”をテーマに制作し、最後にスクリーンに映してみんなで鑑賞

しました。自分の作品を見てもらえた子どもたちは、とても嬉しそうで誇らしそうでした。

自分が伝えたい・やりたいことが形になって、子どもたちの中で少し自信が芽生えたように

感じました。

９月は、子どもたちのアイデアを元にオリジナルの作品を作りました。

子どもたちのアイデアは、無限大です！配信されるのをお楽しみに♪

学校行事(遠足)により下校時間が変更になるため、定期プログラムの時間を下記の通り変更します。
空手 16:00～17:00
そろばん ①15:40～16:20 ②16:20～17:00 ③17: 00 ～17:40
ピアノ 変更はありません

LEGOでコマドリ動画づくり イメージに合わせて
オリジナル加工にチャレンジ！

レギュラー利用・定期プログラムの登録について

10月5日、12日（月）定期プログラム時間変更

レギュラー利用の申し込み・変更・キャンセルをされる際は、前月の２５日までにPlatより変更を
お願いします。２５日までに変更がお済みでない場合、自動的に次の月の利用料がかかります。
また、定期プログラムについても追加・解約等がある場合は前月25日までにアフタースクールにご連
絡をお願いします。10月が旬の食べ物は栗です。

月 火 水 木 金

1日　　　終日開室 2日

子どもかいぎ

CLUBRED
スマイルデリバリー

12:00～13:00

LaQを楽しもう！
①13:30～14:30
②14:30～15:30

BGS(雑誌作り)活動日

ハロウィンパーティ準備日

サッカー

5日 6日 7日 8日 9日

スラックライン
16:00～17:00

スポーツスタッキング
オンライン大会

BGS(雑誌作り)活動日

　　空手・ピアノ・そろばん ハロウィンパーティ準備日

※時間変更あり 　　サッカー・ピアノ
　　フェンシング・そろばん

・STEM
STEM 　　　ダンス・ピアノ・STEM

12日 13日 14日 15日 16日

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

BGS(雑誌作り)活動日

　　空手・ピアノ・そろばん ハロウィンパーティ準備日

※時間変更あり
　サッカー・ピアノ・

ミュージカル
　ピアノ・そろばん

・STEM
STEM 　　ダンス・ピアノ・STEM

19日 20日 21日 22日 23日

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

めざせ！
ドッジボールの達人

15:30～17:00

BGS(雑誌作り)活動日

ハロウィンパーティ準備日

　　空手・ピアノ・そろばん
　サッカー・ピアノ・

ミュージカル
　　そろばん・ピアノ

・STEM
STEM

　　サッカー・ダンス・ピアノ
・STEM

26日 27日 28日 29日

ハロウィン衣装づくり 小物づくり カチューシャづくり ハロウィンパーティー♪
駄菓子おやつDAY

ハロウィンVer

フリマ

　　ピアノ・そろばん 　　　サッカー・ミュージカル 　ピアノ・フェンシング

                     参加したい人が参加します（ハロウィン）

　　　　　　  参加したい子が参加します

　　　           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）

映像WEEK
～短い映画を作ろう！～

ハロウィン 🎃 WEEK

                 アフターにきた子は皆で参加します

スポーツスタッキング
16:00～17:00
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スペシャルWEEK
10月のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・10月のスペシャルプログラムは、9月23日（水）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。
キャンセル待ちは、参加できる場合のみ前日までにご連絡致します。
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。

※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。

スペシャルプログラム
申込QRコード

LaQを楽しもう！②
～スイートコレクション～

スラックライン
めざせ！

ドッジボールの達人！

フェンシング

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ていれば誰でも参加できます。ぜひご参加ください。

ハロウィン🎃WEEK 10月26日(月)～30日(金)

映像WEEK 10月5日(月)～9日(金)

前回の映像WEEKでは、子どもたちが撮りたいもの・やりたい企画を募り作品をつくり、子どもたちの「好き」が詰まった
個性豊かな作品が出来上がりました。
今回は、映画にチャレンジ！ストーリーを考えたり、俳優さんになりきったりして、短い映画を作り上げます。
※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。

10月5日(月) みんなで企画会議！（ストーリーを考えたり、役割分担をします)
10月6日(火)～8日(木) 撮影と編集をやってみよう！
10月9日(金) 上映会♪(プロジェクターに映して、みんなで作品を見ます)

10/8(木)
16:00～17:00

スポーツスタッキング

10/1(木)
14:30～15:30

10/2(金)
16:00～17:00

10/14(水)・10/21(水)
15:30～16:30

10/22(木)
15:30～17:00

【参加費】 700円
【定員】 12名 【対象】 1,2年生
【講師】 hug-luma 二河 等

【参加費】 700円
【定員】 20 名 【対象】 1,2年生
【講師】 経堂ドッジボールクラブ 本田頼徳

【参加費】 各500円
【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 高橋英一

昨年度人気で、今年から定期プログラムになったフェンシング１年
生を対象に実施します！
本格的だけど、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！ ※片日の参加も可能です。
【持ち物】長袖（実習着または運動できる私服）、水筒、タオル

ゆらゆらと揺れる、不安定なゴム状の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基本から先生が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

アフターで、大人気のドッジボールを先生に教えてもらって、
もっと強くなろう！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】実着または運動できる私服、水筒、タオル

昨年も大人気だったハロウィンWEEKを今年も行います！
２９日のハロウィンパーティーに向けて衣装やアクセサリーを作ったり、最後にはいつもよりちょっと特別な駄菓子ハロウィ
ンDAYを開催します。
ハロウィンパーティーでは、子どもも大人もみんなで仮装をして、様々なレクリエーションを楽しみます！

10月26日(月) ハロウィンパーティー衣装づくり
10月27日(火) ハロウィンの小物づくり
10月28日(水) カチューシャづくり
10月29日(木) ハロウィンパーティー♪
今回のハロウィンパーティーは、２年生が企画から準備、当日の運営もチャレンジします！
準備日は以下の日程で行います。参加したい子は、ぜひ一緒にハロウィンパーティーを作り上げよう！

ハロウィンパーティ準備日：10月1日(木)・8日(木)・15日(木)・22日(木)
※準備日を設けておりますが、来れない方は他の日でも準備が可能です。

10月30日(金) 駄菓子おやつDAY ハロウィンVer

お知らせ

スポーツスタッキングは、プラスチック製のコップを、決められた
形に積み上げ、崩すまでの時間を競う競技です。スピードかつ丁寧
さも求められる、他のスポーツにはない感覚の競技です。今では、
日本大会や世界大会も開催されているほど、人気のスポーツとなっ
ています。練習すればするほど、どんどん早くなるので、ぜひみん
なでチャレンジしてみましょう！

【参加費】 900円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 スポーツスタッキング元世界チャンピオン 瀬尾剛（SEOPPI）

昨年度も人気だったLaQマスター浅川先生のLaQプログラム！
LaQとは、7種類のパーツを組みたてることで、想像力と思考力が
養われるブロックパズルです。
この回では『スイートコレクション』のキットを使って、作品を作
ります！スイーツや動物、アクセサリーが作れます。かわいい作品
を作ってみよう！ぜひご参加ください。
※今回は、LaQのキットを購入し、作品を持ち帰ります。

【参加費】 1,200円(キット料込)
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 LaQマスター 浅川直樹

【参加費】 1,200円(キット料込)
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 LaQマスター 浅川直樹

≪10月1日（木）≫ 都民の日

レギュラー利用の方：8:30～13:00をご利用される場合、半日スポットもしくは延長料金が発生します。
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みください。

お 弁 当 注 文 ：お弁当の注文ができます。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。

持 ち 物 ：お弁当（注文以外の方）、水筒、私服、上履き、学習道具

登 下 校 ：制服、制靴、制帽、個人バッグ（ランドセル以外）

≪11月2日（月）≫ 学校入試日

11月2日（月）は小学校が入試のため、他の場所でアフタースクールを開室します。
昨年は鉄道博物館へ遠足に行きましたが、現在の社会状況を鑑みて東京農業大学グリーンアカデミーの
一室をお借りしてアフタースクールを開室します。（利用予定時間：8:45～18:00）
詳細は9/23～9/25の間にメールにてご案内いたします。

当日はプログラム、イベント、外遊びは無く室内遊びのみでの利用となります。
また、収容人数も多くありませんので、就労等で必要な方のみのご利用にご協力をお願いいたします。

10月1日（木）と11月2日（月）の終日開室日について

昨年度も人気だったLaQマスター浅川先生のLaQプログラム！
LaQとは、7種類のパーツを組みたてることで、想像力と思考力が
養われるブロックパズルです。
この回では『ハマクロンコンストラクター』のキットを使って、作
品を作ります！タイヤのパーツを使って、走らせられるかっこいい
車を作ります。ぜひご参加ください。
※今回は、LaQのキットを購入し、作品を持ち帰ります。

LaQを楽しもう！①
～ハマクロンコンストラクター～

10/1(木)
13:30～14:30

縁日の思い出

Plat QRコード

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

