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★9月のスペシャルプログラムのご紹介★

9/4
(金)

＜お問い合わせ先＞平日10:00~19:00

9/8
(火)

9/9,16
(水)

＜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。
●定期プログラム体験会を実施する予定です。裏面をご覧ください。
●Platの「問合せ」の名称が「連絡帳」に変わりました。

お申し込み
方法

想像力を広げよう

おはなし

●時間16:00～16:30 ●定員：なし
●参加料無料 ●持ち物：なし
●講師：小阪真理子先生

16:30までご利用のお子さ
まは、無料でおはなし会に
参加できます。
絵本・素話・紙芝居・歌遊
び…何が始まるかはその日
のお楽しみ♪

大切なひとに

プレゼントを贈ろう
9/18

(金)

カルトナージュ

ポケット
ティッシュケース

9/28
(月)

※「LaQ スイートコレクション ミニ スカイブルー」を使用します。
プログラム終了後、お持ち帰りいただきます

9/11
(金)

●時間 14:45～16:00 ●定員：10名
●参加料無料材料費300円●講師：木原麻唆子先生
●持ち物：汚れても良いTシャツ、ズボン
（レギュラー利用で既に着替えをお持ちの方は必要ありません)

野菜スタンプで！

エコバック作り★

マグカップに好きなイラ
ストを描いて心がこもっ
たとっておきのプレゼン
トを作ろう♪
敬老の日のプレゼントに
もおすすめです。

●時間 14:45~16:00 ●定員：10名
●参加料 500円 材料費800円●持ち物：なし
●講師：山本久仁子先生

●時間 14:45～16:00 ●定員：8名
●参加料無料 材料費800円 ●持ち物：なし
●講師：濱田理子 先生

好きな生地や飾りを選
んでオリジナルティッ
シュケースを作ろう♪
でき上がった作品はお
家で使ってみてね！

●時間 14:45～16:00 ●定員：12名
●参加料500円 材料費500円
●持ち物：なし ●講師：浅川直樹 先生

9/30
(水)

大人気ポーセラーツシリーズ

お星さまプレート☆

陶器に好きな色や模様の転写
紙を貼って、世界に一つだけ
のオリジナルを作ることがで
きるハンドクラフト。今回は
星型のお皿をデコレーション
するよ！

●時間 14:45～15:50 ●定員：10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

大人気企画！

ジオラマ作り

大人気ジオラマ作りが2年ぶりに帰ってき
ました！今回は写真のような「牧場」をイ
メージした風景作りに挑戦します。
自分だけの素敵な作品を
2週かけてじっくり作りこみましょう♪

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。

●時間 14:45～15:50 ●定員：10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：なし●講師：諸星昭弘先生 (オモロデザイン）

野菜を使ったスタンプで
エコバックをデザインし
よう！野菜の断面を学ぶ
こともできます。
できた作品は、普段使い
できるから嬉しいね♪

※作品は乾燥後、後日お子さまにお渡しいたします。

LaQシリーズ

LaQでつくろう☆

作ったLaQの本は累計32
冊！なんでも作れるLaQ博
士がコツを教えてくれるよ。
今回は水色を基調としたス
イーツや動物、お花のモデ
ルを作ります！

※作品は焼成して後日お子様にお渡しいたします。

☎ 070-6406-0217（アフター代表電話）
070-6579-7164（会員様向・幼稚園アフター直通電話）

✉ toin_kd@npoafterschool.org（幼稚園アフタースクール）
[放課後Plat] https://afterschool.force.com/plat/s/login/
[BLOG]http://toin.ac.jp/ek-as/knd-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。

ブログのQRコードです。
アフタースクールの様子
をご紹介しています！

【対象の方】桐蔭学園幼稚園アフタースクール入会者様
【申込開始日時】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。

【申込締切日時】プログラム実施前開室日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。
※レギュラー/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。

※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。

お申し込み
方法

■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。

※作品は焼成して、後日お子さまにお渡しいたします。

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


学園行事
アフタースクール

開閉室について スペシャルプログラム

1 火 ○ 体操 うんどうあそび

2 水 ○ 英語

3 木 ○ さんすう バレエ

4 金 ○ お星さまプレート☆

5 土

6 日

7 月 ○
8 火 ○ 体操 うんどうあそび おはなし

9 水 ○ 英語 ジオラマ①

10 木 ○ さんすう バレエ

11 金 ○ プレゼントを贈ろう

12 土

13 日

14 月 ○
15 火 ○ 体操 うんどうあそび

16 水 ○ 英語 ジオラマ②

17 木 ○ さんすう バレエ

18 金 ○ エコバック作り

19 土

20 日

21 月 敬老の日

22 火 秋分の日

23 水 ○ 英語

24 木 ○ さんすう バレエ

25 金 ○
26 土

27 日

28 月 ○ ポケットティッシュケース

29 火 ○ 体操 うんどうあそび

30 水 ○ 英語 LaQで作ろう

※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

アフタースクールのスケジュール

アフタースクールの持ち物
● 毎日：アフター健康管理カード/マスク2枚/ハンカチ/お水またはお茶
●月曜日：着替え一式（汚れてもいいTシャツ、ズボン、替えの下着、靴下）
●金曜日：大きめのTシャツ一枚（制服の上から着られる、汚れてもよい物。
大人用も可）
※月・金の持ち物は、使用しなかった場合レギュラーの方はお預かりします。

たなべまちこ先生（副責任者）から、みなさんへ
11月上旬に出産予定のため、9月から産休をいただくことになりました。休校期間中のオンライ
ンアフタースクールや7月からのアフタースクールで、子どもたちにはたくさんの笑顔と元気を
貰い、保護者の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

スペシャルプログラム
がない日も

月曜：体を使って遊ぼう
金曜：作ってみよう！
を自由遊びの中で
実施します♪

夏休みのアフタースクールの様子

定期プログラム体験会のお知らせ
秋の定期プログラム特別体験会を開催いたします。（一プログラム500円にてご体験いただけます。別途アフタース

クールご利用のスポット利用料金またはレギュラー利用料金がかかります。）
後日配信いたしますご案内メールをご確認いただき、体験をご希望の方は、Plat「連絡帳」よりご連絡ください。

◆1日（火）うんどうあそび・体操 ◆2日（水）年長英語 ◆3日（木）年長さんすう・バレエ
※現在開講しており、定員に達していないプログラムのみの開催となりますので、ご了承ください。

8月前半の8日間は、桐蔭学園アフタースクール初めての夏休み開室となりました。
幼小合同で毎日10名~20名ほどのお友達が来室し、時間にゆとりのある夏休みならではの企画や遊び等
をして、日々楽しく過ごすことができました♪みなさまありがとうございました！


