桐蔭学園幼稚園

2020年度 vol.10

アフタースクールだより

＜お知らせ＞
●おたより2ページ目に2月のスケジュールを記載しました。
●緊急事態宣言期間中は、17:30までのご利用とさせていただきます。子どもたちの安全のため、ご理解・
ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。
●2月10日は閉室となります。
●2月12日は短縮時程です。短縮時程でも降園後そのままご利用いただけます。

★2月のスペシャルプログラムのご紹介★
2/8
「イベント利用料金」 はじまります！
◆２月は、スペシャルプログラムご参加のための新
料金「イベント利用料金」を設定しました。
レギュラー（R）・スポット（S）利用申込不要、
イベント利用料金のみでスペシャルプログラムにご
参加いただけます。ご興味のある方は是非ご利用く
ださい♪
※お申し込みの方法など詳細につきましては、2ペー
ジ目をご覧ください。

2/12
(金)

お風呂でリラックス♡

バスボム作り

(月)

ひなまつり角皿

(水)

桜のトレイ

フェルトベースにコットンを貼り
合わせて桜の模様を描き、小物を
おけるトレイを作ろう♪
桜色のきれいでかわいいトレイを
作って春を先取りしちゃおう♡

※作った作品はお持ち帰りできます。

※作った作品はお持ち帰りできます。

●時間 14:45～16:00 ●定員：10名
●R・Sの方の参加料：800円／イベント利用料金：3200円
●講師：岡村 晃江 先生

【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】1月20日（水）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
お申し込み【申込方法】会員サイトPlatよりお申し込みください。
方法
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。
※預かりをご利用の方は、レギュラー（R）/スポット（S）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。
※「イベント利用」ご予約のかたは、「スペシャルプログラム予約」より「イベント利用」と
表記のあるプログラムを選択しお申込みください。

■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。
※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。

おはなし

毎月行っているおはなし会。今
回が今年度最後になります。
先生が季節に合わせて楽しいお
はなしを用意してくださいます。
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♪

●時間 14:45～16:00 ●定員10名 ●持ち物：ハンドタオル
●R・Sの方の参加料：1200円／イベント利用料金：3600円
●講師：花岡 瑞恵 先生(ポーセラーツポーセリンアート教室HANA）

かわいらしい小物入れ

想像力を広げよう

(火)

※作った作品はお持ち帰りできます。

お湯に入れるとシュワシュワと発泡
する固形タイプの入浴剤の「バスボ
ム」づくりに挑戦☆ お家のお風呂
タイムを思いきり楽しもう♪

●時間12:30～14:00
●定員：8名
●R・Sの方の参加料：300円 /イベント利用料金：2700円
●持ち物：汚れても良い服（上下） ●講師：栗田 真奈 先生
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ポーセラーツシリーズ

人気シリーズポーセラーツ！
昨年度も実施したひなまつり柄の
角皿を2021年度verで作ろう！
去年作った人もお揃いにして楽し
めるよ🌸

2/17

※参加料の中に材料費が含まれているプログラムがございます。

●時間16:00～16:30 ●定員なし
●R・Sの方の参加料：無料
●講師：小阪 真理子 先生

2/26
(金)

※イベント利用料金の設定はございません。

星空を作ろう

プラネタリウム

プラネタリウム作りに挑戦し
よう！これを付ければどこに
いても冬のきれいな星空に早
変わり★ お家時間に星空を
楽しもう♪
※作った作品はお持ち帰りできます。

●時間 14:45～16:00 ●定員：10名
●R・Sの方の参加料：100円／イベント利用料金：2500円
●講師：濱田 理子 先生

＜お問い合わせ先＞平日10:30~19:00
☎ 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/
ブログのQRコードです。
※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。

アフタースクールの様子
をご紹介しています！

アフタースクールのスケジュール
学園行事
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中学入試第1回
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中学入試第2回
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中学入試第3回

4

木

5

金

6

土

7

日

8

月

9

火
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公開研究会

11 木

建国記念の日

12 金

12:10降園

13 土

新入園児オリエンテーション②

アフタースクール
開閉室について

○
○
○
○
○
×

定期プログラム

スペシャルプログラム

英語
さんすう バレエ

▶イベントが開催される時間帯の
みのご利用をお考えの方におすす
めです。
ひな祭り角皿
体操

うんどうあそび

○

おはなし

○
○
○
○
○

16 火
17 水
18 木
19 金

バスボム作り

体操

うんどうあそび

英語

桜のトレイ

さんすう バレエ

22 月

2/20振替休日

23 火

天皇誕生日

26 金

○
○
○

料金のご案内
イベント利用料金：2,400円～

ご利用条件
▶基本料金のみでのご利用はできません。

（基本料金2,400円）
【説明】
・基本料金にスペシャルプログラム／ア
フターズアクティビティの参加料を加え
た合計がイベント利用料金となります。
・イベント毎に設定されている参加料に
よって、イベント利用料金が変わります。
【例】
★2月12日(金)「バスボム作り」
基本料2,400円＋参加料300円
＝イベント利用料金2,700円
※すべて税別表記です

▶通常月／時（降園時刻が14:10）のときは、入
室後から16:00までのご利用となります。
▶特別月／短縮時程（降園時刻が14:00より前）
のときは、入室後から14:00までのご利用となり
ます。
▶予約申込いただいたのちのキャンセルは、キャ
ンセル料（全額）が発生いたします。
▶予約申込後に上記ご利用終了時刻を過ぎてから
の退室となる場合は、自動的にスポット利用予約
へと予約形態が変更されます。

▶会員サイトPlatの「メニュー」
の「スペシャルプログラム予約」
から予約申込いただけます。
▶「イベント利用予約」をご希望
の方は、「★イベント利用予約の
方はこちら★」から予約申込を
お願いいたします（右画像参照）。

幼：学芸会

21 日

25 木

▶レギュラー利用予約／スポット
利用予約「なし」でイベントにご
参加いただけます。

ご予約方法

15 月

24 水

イベント利用予約について
▶イベント（スペシャルプログラ
ムやアフターズアクティビティ）
がある日にご利用いただけます。

14 日

20 土

イベント利用予約とは！？

英語

※なお、新年度に向けて次月以降サービス内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

さんすう バレエ
プラネタリウム

27 土

アフタースクールのようす

28 日

冬休みは幼小合同での開催となり、毎日10名～13名ほどでゆったりたっぷり遊ぶことができました。
いつもみんなのリーダーとなり引っ張ってくれている年長さんは、小学生のお兄さんお姉さんと過ごしていつもと違う遊び
方やコミュニケーションの取り方をして良い刺激を受けていました。今月号はそんな冬休みの様子を一部お届けします★
※スケジュールは予定です。変更になることがあります。

保護者のみなさまへお願い
●引き続き感染症対策を徹底しながら運
営をして参ります。アフタースクールで
は、「マスク・ハンカチ」の付け替えを
行っておりますので、ご利用の際はそれ
ぞれ2枚以上をアフタースクールセット
として持たせてくださいますようお願い
申し上げます。

いつもご協力
いただきあり
がとうござい
ます！

