
受付期間開始後、システム「plat」

からお申し込みください。

※お申込みにはお預かりが必要です。
スポットまたはレギュラーお預かりを
ご利用ください。

レギュラーお預かりは前月の25日が締
め切りになります。

詳しくは裏面をご覧ください。

◆お申し込み方法

※天候などにより中止となる場合があります。開催中止となった場合、キャンセル料はかかりません。 ◇お問合せ先◇ shonan@npoafterschool.org
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SDGsワークショップ浮世絵ってなんｄろう？
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ドッジボール

定員 1５名
1‐2年

15:00-15:50

3‐6年
15:50-16:40

880円
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日本代表監督から学ぶドッジ

ボールプログラム。学園では一番
人気のスポーツです。毎回の取り
組みの中でいろいろな戦略や動き
を学んで、学校で遊ぶ時にも試し
てみよう！上級生はだんだんと
コーチのボールもとれるようになっ
てきました。初心者・男女問わずご
参加ください。

講師:：吉田隼也
日本ドッジボール代表兼代表監督

3月の将棋大会以来、子どもたち

も取り組みが熱心になっていて将
棋熱が熱いです！女の子の参加
者も増えてきています。

相手によって変わることが将棋の
面白さ。初心者から丁寧に教えてく
れるので初めての人でも大丈夫で
す。（動物将棋からでもOK！）

ぜひご参加ください。

講師:：藤田純一
日本将棋連盟公認普及指導員

将棋教室

定員 16名
1‐6年

15:30-16:30

550円

定員 6名
1‐2年

15:00-16:00

880円（材料費込）

定員 1２名
1‐5年

14：50-16:00

880円

定員 12名
1‐3年

15:20-16:30

1650円（材料費込）

1ー２・４－6年
15:00-15:50

定員 12名
1‐6年

13:20-14:30

1650円（材料費込）

定員 12名
1‐6年

15:20-16:30

1100円
（用具レンタル代込）

1‐５年

お預かりの時間

定員 1２名
1‐6年

13:20-14:30

1320円
（トランプ代込）

浮世絵って知っています

か？日本を代表するアートの
浮世絵は海外でも大人気で
す。藤沢浮世絵館の方に来
ていただき、浮世絵のことや
名画がどうやって描かれたの
かを教わったり、実際に摺っ
てみる体験をします。

初めてのことにチャレンジして
みよう！

講師：藤沢浮世絵館講師

生活していく中で子どもたちが感

じていることを伝えてみよう。一人
ひとり感じるものは異なるかもしれ
ないけれど、SDGsを通して社会の

ことについて自分の考えを持ち、自
分らしく表現するワークショップで
す。12月にも来てくれた学園でも
SDGsの取り組みをリードしている
岩武さんといっぱいお話しよう。

講師:：岩武学さん
SDGs for school認定

エデュケーター

古武道の山木先生に2年ぶりに
来ていただけることになりました。
古武道は戦国時代より現代に
至るまで磨き続けられた日本の
武道です。
初めての人でも大丈夫！

礼儀作法から始まり、美しい身の
こなしを学び集中力を高めていき
ます。先生の演武も見ることが
できます。

講師：山木結井
（演劇プロデュース Musubi主宰）

マジシャンのTent（テント）さんの

マジックショーを観てから、マジック
も教わります。手品用のトランプ
（550円）を使ってチャレンジします。

マジックの種は参加している人以
外には決して教えないでください。

トランプは持ち帰ってお家でもよれ
てくるぐらい練習してみよう。

指が動くとできるマジックが増えて
いくそうです。ぜひご参加ください。

講師:：Tent（マジシャン）

みつろうラップは、布にみつろ

うなどをしみこませたもので、手
で温めると柔らかくなり、器や食
材をラップしてくれます。

水洗いが可能で何度でも繰り
返し使用でき、環境にもやさしく、
エコアイテムとして世界的に注
目されています。今回はオーガ
ニックみつろうを使用して布を選
んで作成します。

講師：藤森恵子（ＡＳスタッフ）

先月母の日にちなんで感謝の

カードづくりをしたところ、お知ら
せしてくれたらアフターに来たの
に！と上級生に言われてしまい
ました。

今回も大切な人へのカードづく
りをしませんか。おやつ前後の
時間で希望者を募り、順番に作
成していきます。お申し込みは
お預かりお申込みのみで参加
可能です。

今回のフラワー教室ははーバリ

ウムにです。たくさんのプリザーブ
ドフラワーやドライフラワー、貝がら
などから好きに選んで、自分だけ
のオリジナルを完成させましょう。
お部屋の中に飾ると光と涼しさを感
じるのでこれからの季節にぴったり
です。
お花に囲まれてのクラフトをお楽し
みください。

講師：福村裕子さん

(preserved flower  Lino rino主宰)

ロウなのにフワフワのものを

使ってカップケーキのキャンドル
を作ります。トッピングでデコ
レーションをしてお気に入りの
キャンドルを作りましょう。バレ
ンタインのキャンドルづくりで大
人気だった西尾先生が来てくれ
ます。

講師：西尾修さん
（ＮＰＯ法人キャンドル

アーティスト協会理事長）

あじさいマークは申込期間にお申し込みが必要です。

黄色〇マークは申し込み不要でお預かりの時間内に
希望者を募ります。

毎週月曜日はおやつに日本の

銘菓を食べて、その地域のことを
感じていきます。コロナ禍で旅行が
できなかったり、おやつ作りなどが
できず、袋菓子中心がまだまだ続
いていますが、おやつの時間にお
友だちと一緒に旅行もグルメもたの
しみませんか？

47都道府県制覇を目指します！

毎週木曜日はＫＯＯＶコーナーが
出現。SONYさんに提供していただ
いたKOOVをipadを使ってトライして

いきます。プログラミングは夢中に
なることで上達して発想力も生まれ
ます。低学年の子どもたちでも自
分たちで楽しめます。プログラムに
参加してくれたお友だちがコーナー
の準備もしてくれています。

アルム（みょうばん）の結晶を

育てる準備を子どもたち有志で
普段のお預かりの中で行ってい
きます。

PCで調べたり、道具は何を使え
るか研究して、6月15日にスター
トを目指していきます。
写真みたいにきれいにできるか
な？記録もつけていくのでお楽
しみに！

◇ご案内
・お申し込みにはアフタースクール入会が必要です。
・お申し込み後のキャンセルはできません。欠席の場合は料金がかかります。
スポット預かり分は規定内ででキャンセル可能です。

・料金はすべて税込みで、お預かりの料金がプラスとなります。
・紙面の都合上プログラムの持ち物や諸注意、お申し込みについての注意
事項等はplatのお申し込み部分に記載されていますので、事前に必ず
ご確認ください。お申し込み確認もplatからお願いします。

◇お申し込み期間
5月17日(月) 18:00 ～ 5月2３日(日) 23:59
※お申し込みは先着順です。定員に達し次第締め切らせていただきます。
※定員に達した後、「plat」からキャンセル待ちもお受けいたします。
プログラムに参加可能の場合のみご連絡いたします。
https://afterschool.force.com/plat/s/login/

アフタースクールではお申し込みが必要な単発のプログラムをスペ

シャルプログラムといい、申し込み不要なプログラムをアフターズアク
ティビティー（長いのでアフアクまたはアクティビティーと略しています）と
いいます。季節に合わせて工作をしたり、子どもたちの様子によってそ
の日に始めることもありますが、6月からは曜日によって異なるアクティ

ビティーも始動しますので、ぜひご参加ください。

月曜日 水曜日

木曜日

日本全国おかしの旅 工作ワゴン登場

毎週水曜日は工作ワゴンが

登場します。今まであった工作
BOXを拡大して、材料をみてこ

れを作ってみようとチャレンジで
きます。
SDGｓ12番も意識してものを大

切にしながらも自由な発想で工
作を楽しもう。ワゴンの中身は
変わっていくので、工作好きの
人集まれ♪

KOOVコーナー
SONYさん

協賛

子どもたちのリクエストに

応えたり、普段の子どもたち
の様子からいろいろなアク
ティビティを考えていきます
が、こんなことしようかと話
すと子どもたちが手伝ってく
れます。
準備していくのも楽しい♪

アルファーム

※6年生は修学旅行のため希望者は翌週時間のある時にします

※校内研究のため早帰り
研究対象クラスの方はご参加できません。

やりたいときに

２２
（火）

※校内研究のため早帰り
研究対象クラスの方はご参加できません。

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

