
2020年度 vol.5 ★お知らせ★

●おたより裏面に９月のスケジュールを記載しました。ご確認ください。

●Platの「問合せ」の名称が「連絡帳」に変わりました。

●9月は定期プログラム体験会を実施いたします。詳しくは裏面をご覧ください。

9月号

★スペシャルプログラムのご紹介 9月も楽しいプログラムを用意して待ってます♪ぜひ、みんな参加してね★

みんなで楽しく学ぼう！
はじめても大歓迎！！

バルーンアート🎈

大人気！ポーセラーツ

お星さまプレート★

星形のお皿に、好
きな転写紙を貼っ
て、まわりを小さ
なお星さまで飾り
ましょう。
自分だけの素敵な
お皿を作ろう！

毎月恒例！リクエスト企画

飾付けウィーク
~秋ver🍁～

いろいろなおも
ちゃを使って、み
んなで遊びます。
どんな遊びをする
かは当日のお楽し
み！ぜひ来てね☆

世界で１つだけ！

野菜スタンプ🥕で
エコバック作り

※お迎えの方のみ持ち帰れます。

●時間 16:10～17:15 ●定員:12名

●参加料:500円 材料費 800円

●持ち物:ハンドタオル ●講師:花岡 瑞恵 先生

●時間 16:00～17:15 ●定員：12名

●参加料 500円 ●材料費 800円
●持ち物:スモック ●講師:山本 久仁子先生

●時間 16:00～17:15 ●定員:12名

●参加料:無料 材料費 300円

●持ち物:汚れてもよい服●講師:木原 麻唆子先生

日常生活に欠かせな
くなったエコバッグ。
今回は、野菜スタン
プを使って、オリジ
ナルのエコバッグを
作ります！ぜひ、お
つかいを頼まれたら
使ってね♪

お申し込み
方法

＜お問い合わせ先＞【参加対象】桐蔭学園小学校アフタースクール入会者の方
【申込開始日】8月22日（土）19時から
※定員に達した場合、キャンセル待ちとなります。
【申込締切日】プログラム実施前開校日 17時まで

【申込方法】会員サイトPlatよりお申し込みください。

https://afterschool.force.com/plat/s/login/ 
※会員サイトPlatへのご登録がまだの方はご登録を済ませてからお申し込みください。
※スペシャルプログラムのお申し込みにはレギュラー利用もしくはスポット利用予約が必要です。
※スポット利用予約後、「スペシャルプログラム予約」よりお申し込みください。
※ご予約の際、退室時刻を「14:00」以前に設定された方へのおやつ提供はございません。

■右のコードを
読み込んでいただくと
スマートフォンから
お申し込みできます。

※料金は全て税抜きとなります。
※参加料とは別にレギュラー/スポット利用料がかかります。
※レギュラー/スポット利用予約のキャンセル・変更は、当日9:00までに
会員サイトPlatよりお願いいたします。前開室日17:00以降にご変更等が
発生した場合は、学園にも必ず連絡帳等でご連絡をお願いいたします。
キャンセルの場合でもスペシャルプログラム参加料等は頂戴いたします。

アフタースクールでの自
由遊び、プログラムの様
子をご紹介しています。

桐蔭学園小学校アフタースクール（平日10:30~19:00 ）

☎ 070-6406-0217 (アフタースクール代表電話)
☎ 070-6455-8886 (会員様向け直通電話)

✉ toin_el@npoafterschool.org
[放課後Plat] https://afterschool.force.com/plat/s/login/
[BLOG] http://toin.ac.jp/ek-as/ele-as/

※会員の方は「放課後Plat」のメニューにある『連絡帳』から、
会員以外の方はメールからお問い合わせください。

9/4
(金)

●時間 おやつ・宿題・プログラム以外の時間

●定員:なし●参加料:無料

※当日ご利用のある方は申込み不要・参加自由

アフタースクールを
かわいく飾付けした
い！そんなリクエス
トから生まれた企画
です♪
『秋』をテーマに飾
り付けをしよう♪

9/7
(月)

バルーンアート
を楽しく学ぼう!
今回は飛ぶネズ
ミを作ります。
どこまで高く飛
ばせるかな♪

●時間 16:00～17:15 ●定員:10名

●参加料 500円 材料費 300円

●持ち物:なし ●講師 :高階 幹夫 先生

9/1(火)～

9/30(水)
9/9(水)

9/16(水)

2回連続シリーズ！大人気！！

ジオラマ作り🐎

リクエストが多く、毎回大人気のジオラマが帰ってきま
した♪
今回は左の写真のような「牧場」をイメージした風景づ
くりにチャレンジ。
自分だけの素敵な作品を作っちゃおう☆
だれでも楽しめるプログラムです♪
ぜひ、ご参加ください！！！

●時間 16:15～17:20 ●定員:20名
●参加料:2,000円 材料費 1,000円 ※2回分の料金になります
●持ち物:スモック ●講師:諸星 昭弘 先生(オモロデザイン）

みんなで遊ぼう！

おもちゃDAY🐻
9/11

(金)

●時間 おやつ・宿題・プログラム以外の時間

●定員:なし ●参加料: 無料

※当日ご利用のある方は申込み不要・参加自由

9/18
(金)

9/25
(金)

綺麗な音で癒されよう♪

カンカラ三線🎸

大好評の三線体験
プログラムです。
今回は【海の声・
幸せなら手をたた
こう・ふるさと】
の中から自分の好
きな曲を選んで、
演奏します♪

●時間 15:30～17:15 ●定員：5名

●参加料 :無料 楽器レンタル代:500円

●持ち物:なし ●講師 :国井 莉奈 先生

※作品は乾燥させ、
後日お渡しします。

9/28
(月)

カルトナージュ

ポケット
ティッシュケース

※作品は焼成して、
後日お渡しします。

LaQ博士がやってくる

LaQコマに挑戦！
9/30

(水)

毎月恒例のLaQプロ
グラム。今回はコ
マづくりに挑戦！
持ち帰りができる
オリジナルのコマ
をつくって、友だ
ちと対戦しよう。

●時間 16:00～17:15 ●定員:20名

●参加料:500円 材料費 400円

●持ち物:なし ●講師:浅川 直樹 先生

当日に、自分で生
地や飾りを選んで、
オリジナルのポ
ケットティッシュ
ケースを作ろう！
どんな作品ができ
るかな！？

2回連続プログラムになります。

2回すべてにご参加いただける方
のみお申込みください。

※作ったLaQは
お持ち帰りできます。

mailto:toin_el@npoafterschool.org
https://afterschool.force.com/plat/s/login/
http://toin.ac.jp/ek-as/ele-as/


9月のスケジュール

夏休みアフタースクールの様子
～毎日いろいろなスペシャルプログラムを開催しました！～

アフタースクール
こぼればなし

電車待ちの間、久しぶりに子どもと2人だけでお話。
ス「背が伸びだね～」
こ「自分ではわからないけれど、みんなから言われる😊」
ス「牛乳とか飲める方？」 こ「大好き！」
ス「足とか痛くない？」 こ「痛い！」
ス「身長に合わせて、足もどんどん大きくなっているからかもしれないね！」
この後、手の大きさを見比べたり、いろいろなお話をすることができました。
しばらくし、電車が来ると一礼して電車に乗り込みました。

また一歩、お姉さんになっているなぁと感じました。

スタッフ：ス こども：こ

アフタースクールでは今年度9つの（料理については今年度新型コロナウイルス対策の観点から中
止）定期プログラムを開催しています。キャンセル待ちのプログラムもございますが、まだ定員に
空きのあるプログラムもございます。9月は体験月間として、一プログラムワンコイン（500円・税
抜）にてご体験いただけます（別にアフタースクールご利用料金がかかります）。ぜひ秋から新し
いことを始めてみませんか❔❔

体験を受け付けるのは以下のプログラムとなります。
※詳しい時間・内容はPlat「定期プログラム」をご覧ください。

ダンス【日時:9/1・8・15・29】
茶道【日時： 9/1・8・15・29 】
しょうぎ入門、中級、A級【日時：9/3・10・17・24】
アスリートA．B【日時： 9/3・10・17・24 】
体操B 【日時： 9/4・11・18・25 】
※お子さまおひとりにつき、2プログラムまで体験いただけます。

体験をご希望の方は、開催日3日前までにPlatの「連絡帳」から、希望のプログラム名、日付をご連
絡ください。体験者数には限りがあるため、先着とさせていただきます。こちらから体験の可否に
ついてご返信いたします。確定後に該当日のスポット予約をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。引き続きよろしくお願いいたします。

みんなで力を合わせて
プログラミングに挑戦☆

ペットボトルロケット作り！
みんな全集中で作成☆

幼稚園のお友だちとチームで
宝探しゲームに挑戦☆

好きな色のスライムを作りました！
不思議な手触りにみんな大興奮！

段ボールに絵をかいて
オリジナルパズルを作成♪

暑さも吹き飛ぶ！
みんなで楽しく水遊びをしました☀

9月は定期プログラム体験月間開催！

・・・

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 火 幼小防災訓練(避難訓練、地区別集会、通常下校) ○ そろばん 茶道 ダンス

2 水 ○ 英語 プログラミング

3 木 ○ しょうぎ アスリート

4 金 ○ 体操
ポーセラーツ

～お星さまプレート～

5 土

6 日

7 月 ○ 習字 バルーン

8 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

9 水 ○ 英語 プログラミング ジオラマ

10 木 ○ しょうぎ アスリート

11 金 短縮授業 ○ 体操 おもちゃDAY

12 土 入試説明会・見学会

13 日

14 月 ○ 習字

15 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

16 水 ○ 英語 プログラミング ジオラマ

17 木 ○ しょうぎ アスリート

18 金 ○ 体操 エコバッグ作り

19 土

20 日 学園祭

21 月 敬老の日

22 火 秋分の日

23 水 1学期末考査(5.6年生) ○ 英語 プログラミング

24 木 1学期末考査(5.6年生) ○ しょうぎ アスリート

25 金 ○ 体操 カンカラ三線

26 土

27 日

28 月 ○ 習字
カルトナージュ

～ポケットティッシュケース～

29 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

30 水 ○ 英語 プログラミング LaQ

※スケジュールは予定です。変更になることがあります。

定期プログラム

飾り付け

week

※外遊びのみマスクを外しています。


