
４月のお便り

4月のスケジュール

多様な人との関わりの中で

東京オリンピック、パラリンピックの開催を楽しみにしていましたが、昨日延期との報道がありました。少し残念な気持ちもありますが、1年間私たちも
オリンピック、パラリンピックをもっと知り、さらに楽しめるよう準備していきたいですね。また、子どもたちにとっても色んなスポーツにふれる機会に
なって欲しいです。オリンピックはもちろんですが、最近はパラリンピックも注目されています。ブラインドサッカーや車椅子バスケ、ラグビー、水泳など、
オリンピックとはまた違った迫力や面白さを楽しむことができます。

私が小学校6年生の時、当時習っていたバスケットボールの監督が車椅子にのっている年配の男性にかわりました。はじめは「車椅子で教えられるのか」
「本当に大丈夫だろうか」という、漠然とした不安を子どもながらに抱いていました。しかし、練習が始まってからその不安はすぐに消え、信頼関係が築か
れていく中でバスケの技術だけではない、たくさんのことを監督から学びました。

監督は1人暮らしで買い物も食事も自分でこなし、車も運転していました。とても失礼なことですが、車椅子の人がこんなことまでできるんだと驚いたの
を覚えています。ほとんどのことはひとりでもできますが、階段を上ったり高いところの物をとったりする時は助けが必要になります。監督は手助けが必要
な時は知らない人にでも「ちょっとお願いしていいですか？」と躊躇なく助けを求めていました。監督の言い方や人柄からか、皆快く手を貸してくれていま
した。「人に迷惑をかけてはいけない」と思っていた私にとっては驚きもありまたしが、「できないことは素直に誰かにお願いしていいんだ」ということに
気づかされました。

私の車椅子の方への偏った考えは監督のおかげで変わっていきました。その一方で、練習試合や大会に行くと子どもからも大人からも送られる「モノ珍し
い」という視線も感じていました。きっと監督はもっとその視線を感じて生きてきたんだと思います。そんな視線に「車椅子の監督というのはやっぱり変な
のか？」と思うこともありましたが、監督との信頼関係が築かれていく中で「私たちの監督はすごいんだぞ！」という自信ができ、徐々にその視線も気にな
らなくなりました。

監督はバスケの国体選手でしたが、仕事でケガをして下半身麻痺になってしまい、そこからリハビリや生活の練習をし、知人の紹介で車椅子バスケを始め
たことを私たちに話してくれました。リハビリ中はとてもつらく、病院から逃げ出したこともあったそうです。監督との関わりの中で、障がいのある人へ偏
見を自然と変えたこと、その一方で社会ではまだまだ偏見があること、できない時は助けを求めていいこと、そして辛い経験にも前向きに向き合うことの大
切さを学びました。大人になるとたくさんの、多様な人との関わりがあります。柔軟性の高い子どもの頃から多様な人と関わることで、新しい気づきがあっ
たり、自分の考えやモノの見方を変えたりできる機会になります。オリンピック、パラリンピックがその初めの一歩になるといいと思います。

(農大稲花アフタースタッフ 小林 咲)

進級おめでとうございます！
昨年4月から1年間、子ども達はアフタースクールでたくさんの自由な時間を過ごしてきました。

お友達と一緒に遊んだり、自分の好きなものに夢中になったり…。
アフタースクールでの過ごし方は十人十色、たくさんの「楽しい」が生まれました。

2年生になって更にできることも増えていきます。
4月からも子ども達のやりたい！を大切に、

子ども達と共にアフタスクールを全力でつくっていきます。

※5 /1(金)のスペシャルプログラムの申込は、4月末にplatよりご登録お願いします。
プログラムの詳細は4月末に配布する5月のお便りをご確認ください。

4月の旬のたべものはタケノコです。おやつにタケノコが登場するかも？！

月 火 水 木 金

1日     　　  終日開室日 2日     　　  終日開室日 3日     　　  終日開室日

9:30～17:00
※お弁当注文なし

9:30～17:00
※お弁当注文なし

9:30～17:00
※お弁当注文なし

6日　　入学式・2年生終日開室日 7日 8日 9日 10日

9:30～17:00
※お弁当注文なし

15:30～16:30
17:00～18:00

子ども会議(TOKACOINについて)

手芸部屋　ちくちく工房
～ししゅうバッヂをつくろう！～

参加費  300円
定員　各6名

対象　1,2年生

サッカー
STEM・そろばん

フェンシング・ピアノ
　　STEM・ダンス・ピアノ

13日　1年生定期プログラム体験会 14日　1年生定期プログラム体験会 15日　1年生定期プログラム体験会 16日　1年生定期プログラム体験会 17日　1年生定期プログラム体験会

空手・そろばん・ピアノ 　　　サッカー・ピアノ・ミュージカル 　STEM・そろばん・ピアノ 　　　　サッカー・STEM・ダンス・ピアノ

20日 21日 22日 23日 24日

駄菓子準備日
工作WEEK
ミサンガ

工作WEEK
キラキラ反射材キーホルダーづくり

15:20～16:50 駄菓子準備日

LaQに挑戦
～コマまわし大会 ～

参加費　800円

　定員　 20名

  　対象   1,2年生

空手・そろばん・ピアノ 　　　サッカー・ピアノ・ミュージカル
STEM・そろばん

フェンシング・ピアノ
　　　　サッカー・STEM・ダンス・ピアノ

27日 28日 29日 30日　　　　終日開室日 1日　　　　終日開室日

工作WEEK
プラバン

工作WEEK
消しゴムはんこのメッセージカード

工作WEEK(フリマ)
駄菓子おやつDAY

子ども会議

春分の日 10:00～11:00 10:30～12:00

科学実験
～宝物DEアート～
参加費　1500円

定員　15名
対象　1,2年生

11:15～12:15

空手・そろばん・ピアノ 　　サッカー・ピアノ・ミュージカル ダンス

　　　　　　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）

                 スペシャルプログラム（事前に申込をした子が参加します）

　　　　　　定期プログラム（事前に申込をした子が参加します）

　　　　　　参加したい子が自由に参加します

16:00～17:00

世界を旅するスイーツクッキングvol,2

～香港　ラウリンバンギ－榴槤班戟－～

参加費　1000円　
定員　12名

　対象　1,2年生

スラックライン
参加費　700円　

定員　16名
　対象　1,2年生

おいしさを科学するクッキング
～味覚レッスン「総論、甘味、塩味」～

　　　　　参加費　5000円(全6回分)
定員　12名

　対象　1,2年生

S

定

定

S

S

定 定

S

定

SS

S

定定 定 定

定

定 定 定定

定



4月のスペシャルプログラム
≪お申込方法≫
・4月のスペシャルプログラムは、3月27日（金）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」よりお申込ください。
・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、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。

料金はすべて税別

スペシャルWEEK
≪4/23（木）～ 4/30（木） 工作WEEK≫
今月も工作WEEKを開催します。２月のフリマでは、お家からかわいいアクセサリーを作ってきたり、大きな手裏剣を
作ってきたり、たくさんの作品がお店に並びました。
また、保護者の方がお子様とミサンガをたくさん出品してくださり、ミサンガは即完売となりました。
他にも今回は、消しゴムハンコを使ったメッセージカードや、反射材を使ったキーホルダーづくりを行います。

★4/30（木） フリマ！(アフター内で利用できるTOKACOINを使います)
これまでのフリマの形とは少し異なり、○○屋さんとしてお店を出します。折り紙屋さん、おもちゃ屋さんなど、好き
なものを作って売ります。もちろんお友達のお店でたくさんお買い物するのも大歓迎です。

★工作販売
フリマで販売する作品を作ったり、いつもは作れない作品を作ったりできるよう１週間毎日工作販売を実施します。

★工作WEEK スケジュール
4/23（木）ミサンガ
4/24（金）キラキラ反射材キーホルダーづくり
4/27（月）プラバン
4/28（火）消しゴムはんこのメッセージカード
※消しゴムはんこ本「はなうた はんこ」を出版していた、アフタースタッフのさとりんお手製はんこを使います！

4/30（木）フリマ

スラックライン

【参加費】 700円
【定員】 16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

4/30（木）
11:15～12:15

昨年度に引き続き、4月からも恒例のスラックラインプログラムを行います！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

お知らせ
≪Plat登録へのご登録ありがとうございました≫
新システムPlat導入に伴い、保護者の皆様にはPlatへのご登録、口座振替用紙のご提出等、ご協力いただき誠にあり
がとうございました。Platについてご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

≪アフタースクールスタッフについて≫
新年度に伴い、アフタースクールスタッフ（常勤職員）の体制が下記の通り変更になりました。
開校時から保護者の皆様にはたくさんのご協力をいただき誠にありがとうございました。
新年度もどうぞよろしくお願い致します。

≪4/1(水)～4/6(月)春季休業期間、4/30(木)～5/1(金)終日開室日について≫

<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。
<持ち物>
・私服 ※動きやすく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
・ハンカチ ・ティッシュ ・学習道具（宿題・ドリルなど） ・筆記用具 ・プログラムの持物（受講の場合）
・校内靴 ・運動靴 ・お弁当
※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。

世界を旅するスイーツクッキングvol.2
～ ラウリンバンギ-榴槤班戟-～

【参加費】 1000円
【定員】 12名
【対象】 1,2年生

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

4/23 （木）
16:00～17:00

昨年度大人気だった世界を旅するスイーツクッキング！昨年度では回り切れなかった
国々のスイーツをつくります。今月は薄いクレープ生地に果物を包んだ甘い香港のスイー
ツ、「ラウリンバンギ-榴槤班戟-」です。 【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、手拭き
使用予定食材：バター、粉糖、塩、卵、牛乳、薄力粉、生クリーム、バナナ、レモン汁、
マンゴー缶、いちご ※食材に配慮が必要な人はあらかじめご連絡ください。
※プログラム終了後17時単独下校が可能です。

LaQに挑戦
～コマまわし大会～

【参加費】 800円
【定員】 20名
【対象】 1,2年生

講師：LaQマスター 浅川直樹

4/20 (月）
15:20～16:50

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！そんな子どもたちの様
子を見て、今年度もLaQで遊ぼうシリーズ、月1回開催決定いたしました！
4月の記念すべき第1回は「こままわし大会」。自分で作ったLaQこまで、どれだけ長く
まわせるか、みんなで大会を開きます！いつも参加している子も、初めての子も、浅
川先生が分かりやすく教えてくれるので大丈夫！ぜひご参加ください。

手芸部屋 ちくちく工房
～ししゅうバッヂをつくろう！～

講師：アフタースクールスタッフ 佐藤倫子

4/7（火）
15:30～16:30
17:00~18:00

【参加費】 300円（お試し価格)
【定員】 各６名
【対象】 1,2年生

4月から始まるさとりんの手芸部屋、ちくちく工房が始まります！記念すべき第1回目は
「ししゅうバッチづくり」です。好きなデザインを選んで、刺繍用クロスステッチにししゅう針と
いう先の丸い針を使ってバッヂをつくります。バックや服にもつけられるししゅうバッヂづくり
に挑戦しよう！
２回にわけて実施します。ご都合に合わせてご参加ください。

科学実験
～宝物DEアート～

【参加費】 1500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

4/30 （木）
10:00~11:00

昨年度人気の科学実験プログラム、今回は「宝物DEアート」を行います。
みんなで用意された4種類の宝物箱。みんなで宝物箱を開け、中身を観察したり、分
類したり…。最後はその宝物(ビーズ・パスタ・キャップ・ボタン)を使用してオリジナルオブ
ジェをつくります。楽しみながら、算数の基礎を育てられる、「宝物DEアート」にぜひご参
加ください。

変更前 3月9日（月）～5月22日（金）

来日が決まり次第日程をご連絡いたします。

Sethさんの
インターン期間変更について

3月9日（月）からを予定していたアメリカからのインターン生Sethさんですが、
新型コロナウイルス感染症の影響でアフタースクールに

来る期間が変更になりました。
新しいスタッフが加わります！

しんちゃんいけちゃん

3児の母。
特技はバレーボール！

今でもバレーやってます！

教員志望の東京農大生！！
特技はバトミントン！

運動大好き。

スイーツクッキング
世界中のスイーツを

つくりました！

運動能力向上講座
1年かけていろんな競技に

挑戦しました！

LaQ
いつも最後に
集合写真！

1年間のスペシャルプログラムのようす

お買い上げ～!!

※新型コロナウイルス感染症の影響でスペシャルプログラムが急遽中止となる場合があります。その場合、参加費はいただきません。

さとりん出版本！

開校から保護者の皆さまの多大なるご
協力とご理解のおかげで、この1年間、
子どもたちが好きなことを見つけて挑
戦できる、大事な友達と一緒に楽しめ
るアフタースクールづくりの第一歩を
踏み出せたと思っております。
毎日子どもたちに会える現場からは離
れますが、本部として、もっともっと
子どもたちが楽しめる、好きなことを
見つけられるアフタースクールになる
ようにバックアップしていきますので、
これからもどうぞよろしくお願いいた
します。

責任者
小林咲

副責任者
荒井麻莉子

常勤職員
佐藤桃花

本部マネジャー
正村絵理


