
7/26(火) 
10:00~11:30

7/27(水) 
15:20～16:50

8/18(木) 
13:00~14:30

8/23(火) 
13:30~15:00

スポーツ鬼ごっこ

8/3(水) 
10:00~11:30

スポーツ鬼ごっことは、スポーツ競技と遊びの要素が共存した新しい鬼ごっ
こです！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

【参加費】880円（税込）【定員】14名  【対象】全学年
【講師】東村山市スポーツ鬼ごっこ愛好会代表 三輪耕太

大人気の卓球プログラムを今月も実施します！自由遊びでも毎日夢中になる
ほど人気があり、そんな子どもたちからのリクエストを受け毎月の実施とな
っています。ルールや基礎的なテクニックを教わりながら、最後は簡単な試
合を行います。
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル、
　　　　　ラケット（持っている人のみ）

【参加費】1,400円（税込）【定員】24名  【対象】全学年
【講師】日本卓球協会公認卓球五段　国広哲弥
 ※スケジュールにより講師が変更になる場合があります。

7/27(水) 

7/25(月)
15:00~16:30

はんだごてを使って電子工作をしてみよう！
ゴーグルをはめてはんだごてで金属を溶かし、金属同士をくっ
つけるはんだ付けに挑戦！ネコの目がぴかぴか光るアクセサリ
ーを作ってみるよ。※完成した作品は持ち帰ります。

【参加費】2,530円（税込）【定員】10名【対象】全学年
【講師】スタディPCネット経堂　斎藤賢司

電子工作
〈ネコの目がピカピカ光るアクセサリー〉

【参加費】2,750円（税込）　【定員】10名 【対象】２～４年生
【講師】庭づくり　富　富田和英

初めての木工プログラムです！
自分たちの力で木を切り、やすりをかけ、クギ打ちをして、小
さな木馬を作ります。木の質感や匂いを感じながら、自分だけ
の作品を完成させましょう！
プログラム後の時間にアクリル絵の具で色付けもしてみてね！
【持ち物】汚れてもいい服（エプロン・スモック等）

切って叩いて、
木でものづくり

8/17(水)
10:00~11:30

毎回大人気のあべまり先生の科学実験プログラム！
今回は「はっ水」の謎にせまります。「水をはじく」はっ水するものを探す
ため、 色水とスポイトを使って実験！
最後は、はっ水の力を使って、水玉迷路を作って楽しみます。
実験で学びながら、迷路づくりも楽しみましょう！

【参加費】1,700円（税込）【定員】15名【対象】全学年
【講師】わくわくキッズ代表 阿部麻里

科学実験
〈水玉サイエンス ~はっ水パワー~〉

卓球を楽しもう！

8/24(火) 
10:30～12：00

【参加費】1,100円（税込）【定員】各回10名 
【対象】全学年　【講師】パフォーマー　Tento

昨年から大人気のプログラム！プロのパフォーマーから、
マジックを教えてもらい、練習を重ねて、最後はみんなの
前で披露します。1,2年生は相手が選んだものを当てるメン
タルマジック、3,4年生は密閉されたケースに物が入る物体
貫通のマジックに挑戦します！

マジックスクール！

【参加費】880円（税込）　【定員】13名 【対象】全学年
【講師】臨床美術士　藤原直美

鳥の気持ちになって、絵具を飛び散らしたり垂らしたりして描
くアクションペインティングを楽しみます！それを元に自分の
想像する鳥を立体的に表現します。
自分でデザインした紙で自分だけの鳥をかたちにしましょう♪
【持ち物】汚れてもいい服（エプロン・スモック等）

直感でアート♪
〈キラキラバード〉

スラックライン

7/28(木)・8/18(木) 
15:50~16:55

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。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

【参加費】770円（税込）【定員】10名  【対象】全学年
【講師】hug-luma　二河等

8/15(月)
10:00～11:30

【参加費】3,200円（税込）【定員】15名【対象】全学年
【講師】O.MORO DESIGN 諸星昭弘

【参加費】2,400円（税込）　【定員】15名 【対象】全学年
【講師】アートセラピスト　原田望由

ステンドグラス風ディンプルアートを楽しむプログラムです！
ディンプルアートとは、車の樹脂のリサイクル研究から生まれたecoアー
ト。
手紙やはがきが入るサイズのクリアBOXに、本格的ステンドグラス風アー
トで好きな絵や文字を描いて、自分だけのきらきらBOXを作ります♪
【持ち物】汚れてもいい服（エプロン・スモック等）

ディンプルアート体験！

コマ回しに挑戦！

8/19(金) 
13:30~15:00

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、色々な技にチャレンジしましょう！
※雨天時は室内で実施するため、練習できる技に制限がかかります。ご了承くださ
い。

【参加費】880円（税込）【定員】15名  【対象】全学年
【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
　　　　※都合により講師が変更になる場合があります。

【参加費】900円（税込）　【定員】15名 【対象】全学年
【講師】絵本クリエーター 桑原妙子

しかけのあるカードづくりを楽しむプログラム！
今回は、花火が飛び出すカードを作ります。色やイラストは自由に
描くことができます。
イラストだけでなくキラキラのシールや星の型抜きを使って、夏に
ぴったりな自分だけのカードを作りましょう！

花火のカードづくり

バスケットボール

8/25(木) 
10:00~11:30

大人気バスケットボールを今月も実施します！
普段手にするボールとは一回りほど大きさが違うため、最初はボールに慣
れる運動から始めます。その後パスやシュートなど、徐々に本格的な動き
を練習して、バスケの面白さに触れよう！
【持ち物】実習着または運動できる私服、 水筒、タオル

【参加費】880円（税込）【定員】20名  【対象】全学年
【講師】BLITZ BASKETBALL ACADEMY代表  千葉 司

めざせ！
ドッジボールの達人

8/26(金) 
14:00~15:30

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】880円（税込）【定員】20名  【対象】全学年
【講師】ドッジボール日本代表総監督　吉田隼也

8/31(水)
10:00~11:30

毎回大人気の生き物のスペシャルプログラムです！スペシャルゲストで、
トカゲ・ウサギ・カメ・カエル・昆虫などたくさんの生き物たちが来てく
れます。生き物も傷つかず、人もケガをしない正しい生き物の持ち方を教
えてもらい、触れ合います。生き物に詳しくなろう！
※動物アレルギーがご心配な方は、Plat「連絡帳」より事前にご相談くだ
さい。

【参加費】880円（税込）【定員】15名【対象】全学年
【講師】生き物カメラマン 松橋利光

生き物に触れてみよう！

 13:00~14:00〈１・２年生〉
14:00~15:00〈３・４年生〉

〈メンタルマジック〉〈物体貫通マジック〉

Nゲージでミニジオラマづくり
〈花火大会〉

Nゲージとは、縮尺1/150サイズの鉄道模型のことです。今回は、『花火大
会』を作ります！
そして、最後にみんなが作ったものをつなげて、電車を走らせます。電車や
工作が好きな子、細かい作業が好きだったりジオラマに興味がある子も大歓
迎です♪作ったジオラマは持ち帰ることができます。

8/16(火)・8/18(木)・8/19(金)

情報大学生と一緒にプログラミングを学びながら、自分のゲームづくり
にチャレンジします。１日目はScratcの基本を学び、２日目では応用と
ゲーム設計を考えて作ります。最終日では全学年が集まって、自分の作
ったゲームのプレゼン大会をします！
 【申込】３日間すべての日程をお申込ください。

【参加費】1,500円（税込）【定員】各15名【対象】全学年
【講師】東京情報大学 准教授  河野義広

プログラミング
〈自分のゲームをつくろう！〉

10:00~11:30〈１・２年生〉
13:30~15:00〈３・４年生〉 

※8/19(金)は全学年10:00~11:30



PICK UP!PICK UP!
夏休みのスペシャルプログラム

◆実施スケジュール
8/4(木)10:30~11:30〈3・4年生〉
8/15(月)10:30～11:30〈1・2年生〉
8/16(火)10:30~11:30〈3・4年生〉
8/17(水)10:30~11:30〈1・2年生〉

ワールド
じゃんけんバトル！

◆夏休みのスペシャルプログラムは、7/4(月)12:30より申込開始です。
　Platの「スペシャルプログラム予約」よりお申込ください。 
   〈Plat URL〉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。
　 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。
  ※学校行事などで参加が遅れる・欠席する場合も返金はいたしかねますので、ご了承ください。

スペシャルプログラムお申込方法

ラジオDJに挑戦！
〈FM世田谷に出演しよう〉

【参加費】4400円（税込）
【定員】16名
【対象】全学年
【講師】FM世田谷「夢SunRadio」
　　　パーソナリティ　青柳 由美子

実際にラジオパーソナリティで活躍中の方を講師
に迎え、ゼロからラジオ番組を制作＆収録するプ
ログラムです。トークテーマを自分たちで考え、
自分の言葉で自分の思いを伝えることを楽しみな
がら、最終回には実際にFM世田谷のキャロット
タワースタジオで番組を収録。世界に向けて配信
するよ！

① 7/22(金)13:30～15:00
② 7/29(金)13:30～15:00
③ 8/7(日)13:00～15:00

夏休みだからこそ実施できる、いつもより少し特別なスペシャルプログラムをご紹介します！

8/1(月)・8/4(木) 10:30～11:30

熱い夏！水遊びで暑さを少しでもやわらげながら、アフタース
クールで過ごす異年齢の仲間やスタッフと一緒に夏の思い出を
つくりませんか？
何歳になっても水を使った遊びは楽しいもの。
先の予定を考えて、中々思い切り遊べないものだったりもしま
すが、濡れると分かっていれば気持ちも少しは違うもの！？
ダイナミックな水遊びも届けるべく毎日、色々な水遊びをご用
意してお待ちします。どうぞお楽しみに！

夏休み期間は、生活リズムを整えるのも大変な時期ですよ
ね。
適度に身体を動かすこと→おなかがすき、きちんと食事を
とる→気持ちよく寝る。遊びを通して、大切な生活サイク
ルを取り戻しましょう！
「体を動かし方や楽しさの追求」、「コミュケーション能
力の向上」等を遊びながら体験します。遊びのテーマはじ
ゃんけん！
世界のさまざまなじゃんけんを体験したり、お友だちとチ
ームになって競って楽しみます！

【参加費】無料
【定員】20名
【対象】全学年
【講師】東京女子体育大学スポーツ教育研究会

プールプログラム
〈 泳ぐ を楽しむ！〉

【参加費】2,000円
【定員】30名
【講師】ルネサンス経堂派遣講師
【持ち物】学校指定の水着／キャップ
　　　　　タオル・ビニール袋・ゴーグル（ある人）

トラッシュアート！
〈自分の作品を売ってみよう〉

【参加費】3,630円(税込)
【定員】各日15名【対象】全学年
【講師】INNOVATION DESIGN 和田奈央

8/5(金)・8/19(金)・8/26(金)
10:00～11:30

※必ず3回すべて出席できることが参加条件です
※Plat申し込みの際は全日程への申し込みをお願いします

【日時】 
8/22(月)・8/23(火)・8/24(水)
①１年生部門　10:00～11:00
②２年生部門　11:00～12:00 
③３年生部門　13:00～14:30 
④４年生部門　15:00～16:30

半年間のまとめとして、定期プログラム【STEM】
受講の方を対象に大会を行います！各学年の部門に
分かれて戦います。1日目・２日目は、大会に出題さ
れる課題の対策を行います。３日目は、当日出され
たコースを見て、これまでのレッスンで習った内容
を使い、その場でプログラミングを行います。その
ため、全３日間の参加を推奨しております。
ご参加の方は事前にお申込をお願いします。

※レギュラー又はスポットでの利用が可能です。 
※保護者見学は実施いたしません。 
※当日欠席の方は、欠席変更をお願いいたします。 

【参加費】 無料 
【持ち物】 iPad ※レンタルの方は当日お貸しします。  
【対象】 定期プログラム【STEM】を受講の1～4年生
【申込方法】Platのスペシャルプログラム申込よりお申込ください。 
               欠席の方はPlatより当日の欠席変更をお願いします。  

定期プログラムSTEM アフターカップ！

自分の家のゴミをアート作品へ変身させて、作品づくりを楽しむ
プログラムです！さらに、その作品たちを街のカフェに並べて、
お客さんへ販売します。値段を決めるのはお客さん！役目を終え
たモノを大切にして、素敵なアート作品に仕上げましょう♪

１日目は、ゴミって捨てたらどこに行くんだろう？普段使ってい
るものたちが、どこからやってきて、役目を終えたらどこに行く
のか、ものの流れや大切さを学びます。２日目ではお家から持っ
てきたゴミを使って作品づくりを楽しみ、最終日ではみんなの前
で発表します！
※カフェでの作品展示、および販売は
　プログラム内では行いません。

※展示・販売場所の詳細は、
　参加者の方へお伝えします。
※全日程でのお申込をお願いします。

※前後で着替えの時間をとるので余裕をもった入室をお願いします。

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

