
8月のお便り

- 8月のスケジュール -

- アフタースクールからのお知らせ -

8月の旬のたべものはきゅうりです。

定期プログラム、スペシャルプログラム実施時は基本的にマスク着用、手洗い、消毒をアフタースクールで

は行っていますが、今後は気温も高くなり運動プログラムにおいては熱中症予防の観点から、マスク着用に

ついて下記の通りと致します。ご理解いただけますと幸いです。

・距離をとり、接触のない場合（個人での技術練習等）はマスクを外してもよい。

・接触のあるとき（試合等）はマスクを着用する。

夏休みの利用について

≪夏休みの昼食注文について≫

夏休み期間はお弁当の注文が可能となります。注文をご希望される方はPlat利用登録時または予約内容
確認・変更にて「お弁当を予約注文する」にチェックを入れていただきますようお願い致します。

値 段 ：540円（税別） ※9月のご請求で引き落とし致します。

お 弁 当 業 者 :「すくすく弁当」 https://www.sukusuku-bento.com/

感染予防対策 ：出社時に体温測定と体調報告・手洗い、配達用品の消毒・配達時はマスク着用

アレルギー対応：7月末にお弁当の献立をアフタースクールHPにアップいたします。
使用食材については、そちらをご確認の上ご注文ください。
またアレルギー食材の代替提供はいたしませんので予めご了承ください。

●8/17（月）～8/31（月）
開 室 時 間：8:30～18:30（随伴あり、延長19：00まで）※延長料550円/30分

利用対象者：利用制限なし

プログラム：8月も通常月同様、定期プログラムを実施いたします。
STEM以外のプログラムについてはこれまで通りの実施曜日、時間となります。
各プログラムの実施日程については、「8月のスケジュール」をご確認ください。

持 ち 物 ：マスク（予備1枚）、私服、水筒、学習道具、ハンカチ、ティッシュ、プログラム道具、
タオル、つば付きの帽子(制帽以外、外遊びの際に使用）、お弁当（保冷剤をお願いします）
※新型コロナウイルス感染防止のため、麦茶の提供はありません。

登 下 校：制服、制靴、制帽、個人バッグ（ランドセル以外）、マスク着用
※アフタースクールに着き次第、私服に着替えます。

お 迎 え：お迎えの際は昇降口の外までとさせていただきます。
学校に着き次第農大稲花アフタースクールまでお電話ください。

利 用 登 録：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ご利用をお願い致します。
レギュラー利用登録は7月25日まで、スポット利用登録は利用前開室日の
17:00までに Platよりご登録ください。
PlatログインURL：https://afterschool.force.com/plat/s/login/

※利用前開室日17:00以降の利用登録には直前予約手数料がかかります。

利 用 変 更：利用時間、下校方法等の変更は当日8:00までにPlatより変更をお願い致します。
それ以降の変更についてはPlat内「お問い合せ」よりご連絡をお願い致します。
また、緊急の場合はアフタースクールに電話をお願い致します。

月 火 水 木 金

3日 4日 5日 6日 7日

BGS(雑誌作り)活動日

駄菓子おやつDAY

　　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

　フェンシング
　　　　サッカー・ダンス・ピアノ

10日 11日 12日 13日 14日

お休み お休み お休み お休み お休み

17日 18日 19日 20日 21日

他拠点合同オンライン企画 他拠点合同オンライン企画 他拠点合同オンライン企画 他拠点合同オンライン企画 他拠点合同オンライン企画

9:30～10:00
水遊び

スポーツ大会準備日 スポーツ大会 day1 スポーツ大会 day2(水遊び)

14;00～15;00
KOOV（動画編)

BGS(雑誌作り)活動日
14:00～15:00

気分はまるで世界旅行

14:00～15:30
とびだす絵本づくり！

サッカー・ピアノ
ミュージカル

　そろばん・ピアノ
　フェンシング

　　　　サッカー・ダンス・ピアノ

24日 25日 26日 27日 28日

縁日準備会議 縁日準備 縁日準備 縁日準備 縁日準備

映像WEEK 映像WEEK 映像WEEK 映像WEEK/BGS(雑誌作り)活動日 映像WEEK

10:00～11:30
ロボットでプログラミング

10:00～11:00
スラックライン

13:30～15:00
科学実験

～消える？マジックボトル～

10:30～11:30
ミュージカル体験!　day1

10:30～11:30
ミュージカル体験! day2

10:30～11:30
ミュージカル体験! day3

　　空手・そろばん・ピアノ
サッカー・ピアノ

ミュージカル(発表会）
　そろばん・ピアノ STEM

サッカー・ダンス
STEM・ピアノ

31日

10;00～11;00
KOOV上映会

11:00～14:30

縁日

　　空手・そろばん・ピアノ

　　　　　　　　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）

15:30～16:30
クラウンと出会おう☆

10:00～11:00
LaQに挑戦

～コマまわし大会～

　　　　　　　　アフターにきた子は皆で参加します

15;30～16;30
KOOV(使い方編)

16;00～17;00
KOOV(作品編)

定

定定定

定

定

定

定

定

定 定 定

定

8月のSTEMについて

8月の定期プログラム【STEM】は、8/27(木)、28(金)の2日間のみの実施となります。通常の実施曜日、時間とは異なります。

以下時間をご確認の上ご参加ください。

【プログラム時間】※2日とも下記同時間に実施します。

1年生（木）：10:00～12:30 2年生（水）：13:30～15:00 2年生（金）：15:20～16:50

プログラムでのマスク着用について

Platログイン
QRコード

ミュージカル発表会の方法については社会状況を考慮し決定します。
保護者の皆様には後日ご連絡致します。

https://www.sukusuku-bento.com/
https://afterschool.force.com/plat/s/login/


日時 8/31（月） 11:00～14:30
※8/24（月）9:30～10:00準備会議、

8/25（火）～8/28（金）準備日

7月の子ども会議で、絶対にやりたい！と多くの2年生が意見を
出してくれた「縁日」。子ども達がそれぞれに出したいお店を考
え、縁日当日に向けて準備します。当日は各お店を回りながら、
自分のお店でお店屋さんとして接客も。2年生は昨年のイメージ
から更に進化したことに挑戦。1年生は2年生のお兄さんお姉さ
んと一緒にお店屋さんとして参加したり、当日お店を楽しんでも
大丈夫。夏休み最終日、一緒に夏の思い出をつくりましょう！
持ち物：浴衣・甚平での参加が可能です。

希望の方は浴衣・甚平をお持ちください。

縁日

8 /24（月）～ 8/28（金） 映像WEEK
●映像WEEK
ユーチューバーになり切ったり、誰かに密着したドキュメンタリー、ボードゲーム実況や、オリジナルCMづくり、映画撮影など、
子ども達と話し合いながら、アフタースクールの映像活動がこの夏始まります！
企画、撮影、編集などの制作はすべて子ども達と一緒に行います。

●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

- 8月のスペシャルプログラム-- スペシャルWEEK -

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。

≪お申込方法≫
・8月のスペシャルプログラムは、7月20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。

クラウンと出会おう☆

LaQに挑戦
～コマまわし大会～

8/5（水）
15:30～16:30

【参加費】 800円
【定員】 10名 【対象】 1,2年生
【講師】 クラウン ポニィ

皆さんは、クラウンって知っていますか！？クラウンとは色々なパ
フォーマンスを通してみんなを楽しませ、笑顔にさせてくれる人の総称
です。今回はそんなクラウンになってみよう！というプログラムです。
教えてくれるのは、クラウンのポニィ。
クラウンは、自分を100倍にしたもの！
思ったこと、感じたこと、自分の個性を100倍にして
表現する楽しさを味わおう！

【参加費】 1,200円(キット料込)
【定員】 20名 【対象】 1,2年生
【講師】 LaQマスター 浅川直樹

8/21 (金）
10:00～11:00

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！
今年度もLaQで遊ぼうシリーズを展開していきます！第1回は「コ
マまわし大会」。自分で作ったLaQコマで、どれだけ長くまわせか、
みんなで大会を開きます！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。

【参加費】 1,500円
【定員】 15名 【対象】 １,2年生
【講師】 わくわくキッズ 代表 阿部麻里

8/24（月）
13:30~15:00

昨年度から人気の科学実験プログラム！
今回は「消える？マジックボトル」を行います。
目に見えるってどういうことだろう？というお話か
ら、光の屈折を使ったオリジナルのマジックボトル
を作って、不思議な体験ができる実験です。
科学の驚きや美しさが味わえます。
※作ったマジックボトルはお持ち帰りできます！

【参加費】 1,500円
【定員】 12名 【対象】 1,2年生
【講師】 絵本クリエーター 桑原妙子

8/17（月）
14:00～15:30

絵本作りのプログラムを行います！今回は「どうぶつのおやこ」が
テーマで、ミニ仕掛け絵本を作ります。
仕掛けは好きな動物を選び、お話と背景は子どもたちのオリジナル！
普段からたくさんの子どもたちが工作を楽しんでいるので、
いつもの工作とは違ったスペシャルな工作を、
この機会にぜひ楽しんでいただきたいです♪

ロボットでプログラミング

【参加費】 1,600円
【定員】 6名 【対象】 1,2年生
【講師】 PCN(Programming Club network)幕張

サポート講師 斎藤賢司

8/24（月）
10:00～11:30

ロボットを使ったプログラミングを夏休みに行います！
「プログラミングとは？」を考えながら実際に、自分で公式をパ
ソコンに打ち込み、ロボットを動かすことに挑戦します。
先生が優しく教えてくれるので初めての人でも安心してご参加く
ださい。みんなでプログラミングに挑戦しよう！

スラックライン

【参加費】 700円
【定員】 12名 【対象】 1,2年生
【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

8/27（木）
10:00~11:00

ゆらゆらと揺れる、不安定なゴム状のベルト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
戦します！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

【参加費】 3,500円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 パフォーマンス集団わお！代表 シャイク穂波

8/25(火)
26(水)27(木) 
10:30～11:30

ミュージカルの三大要素「歌」「ダンス」「お芝居」を、プロの
講師と一緒に体験して、３日間の成果を最終日に発表します！
スキルアップよりも大切なのはみんなで作り上げる喜びと一体感！
それを感じられるのが、このプログラムの醍醐味です♪
夏休みにスペシャルなミュージカル体験をぜひしてみてください！
【持ち物】実習着または運動できる私服、飲み物、タオル ＆元気！
【申込】3日間すべての日程をお申込ください。

とびだす絵本づくり！

科学実験
～消える？マジックボトル～

スペシャルプログラム
申込QRコード

8 /17（月）～ 8/21（金） 『忍への道』他拠点合同オンライン企画

他のアフタースクールにいる子どもたちとオンラインで繋ぎ、忍者になることを目指し、試練にチャレンジする５日間のフリープログラム
です！(当日参加したい子が自由に参加できます。

※合同企画のテーマが『忍者』です。実際に忍者になるためのプログラムではありません。ゲームや大会を通して、架空のストーリーを楽
しんでいただけるプログラムです！

3日連続

ミュージカル体験！
みんなのエネルギーを表現しよう！

日時 8/17（月） 9:30～10:00
8/20（木）13:30～14:00

今年もやります！水遊び！暑い夏の日に水鉄砲や水風船を使って
遊びましょう！感染予防対策として、マスクではなくフェイス
シールドを着用して行います。
※水遊びの際は私服で行います。
濡れてもよい服装をご準備ください。

持ち物 私服1セット(水遊び後に着替えるもの)、下着、
運動靴またはサンダル(かかとにカバーのあるもの)、
バスタオル(着替えの際に使用できるもの)

水遊び

日時 8/19（水）10:00～14:30
8/20（木）10:00～15:30   ※途中休憩等あり

アフタースクールで最近はやりのドッジボールなどの球技をはじ
め、様々なスポーツをチーム対抗で行います。
スポーツといっても紙飛行機を飛ばす競技もあるので、球技が苦
手という人も大丈夫！※水遊びも含みます
前日の準備日には、チームごとに応援グッズを作成したり、大会
に向けて練習を行います。優勝チームには表彰も行います。

持ち物 タオル(汗を拭くために使用します)、水筒

スポーツ大会

日時 8/21（金） 14:00～15:00
※午前中に準備を行います。

準備からご参加の方は午前からお越しください。

新型コロナウイルスのため、海外旅行に行くことができない夏休
み。いやいや、この日はアフタースクールが世界各国に？！
アフタースクールの部屋を使って、まるで世界旅行に来た気分に
なれる世界旅行を子ども達と作成します。
音楽、映像、各国のショーやパフォーマンスなど、企画、準備か
ら子ども達と一緒に行います。
パスポートを片手に、一緒に世界旅行へ行きましょう！
持ち物は特にありません。

気分はまるで世界旅行

夏休みスペシャルイベント

ロボット動画づくりにチャレンジ！
4日間
参加

動画上映会にむけて、チームでロボットを動かして動画を作ろう！
作った動画は、色々なアフタースクールをオンラインでつないで発
表するよ！使い方やロボット作りのワークショップも開催するので、
はじめての方もぜひご参加ください。

8/3 （月）15:30～16:30 使い方編
8/7 （金）16:00～17:00 作品編
8/17 （月）14:00～15:00 動画編
8/31 （月）10:00～11:00 上映会

【参加費】 無料
【定員】 10名 【対象】 1,2年生

農大稲花アフタースクールHPに詳細を掲載しています。そちらもご確認ください。

オンライン企画『忍への道』【10:30～11:30】

8/17(月) 8/18(火) 8/19(水) 8/20(木) 8/21(金)

《遊戯対決》
忍への道１日目！
五感をフルに使ってゲー
ムやクイズに挑戦だ！
チームワークでクリアし
よう！！

≪積上崩術習得！≫
忍への道2日目はライバ
ルとの勝負！！
スタッキングで対決だ！
3-3-3、3-6-3、リ
レーの3種目で勝負をす
るよ。

≪変化術習得！≫
忍への道3日目は変化の
術の修行！
紙を大きな飛行機に変化
させてみよう！
最後はみんなで飛ばして
みよう。

≪忍三大要素を習得≫
忍への道4日目！
忍びに必要な3つの要素
〈知力・体力・精神力〉
に関するミッションを
チームのみんなでクリア
しよう！

≪挑め！最終忍試験！≫
ついに最終日！チーム
ワークを駆使して、謎を
解き、宝を手に入れろ！
（オンラインで脱出ゲー
ムにチャレンジしま
す。）

子ども会議で子どもたちから出た意見の中から決定しました！申込不要、アフタースクールに来れば誰でも参加できます。

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

