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運動も！工作も！充実のプログラム！！ 
 

 

    

 

   

 

 

確認をお願いします！ 

①熱中症対策のため、帽子の持参をお願いいたします 
気温を考慮しながら、１時間程度の外遊びをしています（夏休みは午前・午後に各１回ずつ）。汗拭きタオルや、汗をかきやす

いお子さんには着替え、特に帽子を持たせていただけると助かります。帽子がないと外遊びの制限をすることがあります。ま

た、１５分おきの水飲みタイムも実施していますので、水筒もお持たせください。ご協力をお願いいたします。 

②“キッズクラブ夏季利用申込書”提出のお願い 
「夏季利用申込書」を配布しています。通常は利用区分２ご登録の方が対象ですが、夏休みに関しては、利用区分にかかわら

ずご提出をお願いします。また、８月のプログラム予定や夏休み利用に関する詳細はキッズクラブ通信８月号（７月１６日頃

発行予定）でお知らせします。 

③７月１５日（月・祝）は「海の日」のためお休みです！ 
 

７月のプログラム 
月日 プログラム名 参加申込 費用 時間・持ち物・内容 

７月１日（月）～５日（金） 七夕飾り作り、飾りつけ 不要 無料 14：30～16：00 

７月６日（土） 大先生の将棋教室 必要 無料 10：00～12：00  

７月１０日（水） 長久保先生の工作教室 不要 無料 13:30～16:00  

７月１１日（木） フラダンス① 必要 無料 15:30～16:45  

７月１２日（金） ちょこっと工作 不要 無料 13:30～16:00   

７月１３日（土） ストーンアート 必要 無料 
10：00～12：00 持ち物：タオル、持ち帰り用袋 

汚れても良い服装で参加してください 

７月１７日（水） ７月のお誕生会 必要 無料 14:00～14:30 ７月生まれ集まれ！ 

７月２０日（土） 野球教室 必要 無料 
9:30～12:00 持ち物:水筒、タオル 

運動のできる服装で参加してください   

７月２２日（月）～２６日（金） ぬり絵大会 不要 無料 10:00～16:00  

７月２４日（水） 音楽のひろば 必要 無料 
【１年生】14：00～14：30 

【２年生以上】14:30～15：00 

７月２４日（水） 「金の鈴」読み聞かせ 不要 無料 10:00～10:30  

７月２５日（木） フラダンス② 必要 無料 15:30～16:45  

７月３１日（水） 万華鏡 必要 ２００円 

10：00～11：30 

持ち物：持っていたら、中に入れるビーズ（小） 

※キッズにも用意があります 

き り と り 

下記のプログラムに参加します。  ＊提出期限までにキッズルームへご提出ください。 

□６日（土）【大先生の将棋教室】 □１１日（木）【フラダンス】  □１３日（土）【ストーンアート】 
〆切：７月５日（金） 〆切：７月１０日（水） 〆切：７月８日（月） 

□１７日（水）【７月のお誕生会】 □２０日（土）【野球教室】  □２４日（水）【音楽のひろば】 
〆切：７月１６日（火） 〆切：７月１９日（金）   〆切：７月２３日（火） 

□２５日（木）【フラダンス】 □３１日（水）【万華鏡】 
〆切：７月２４日（水） 〆切：７月２６日（金）  
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↑ 

★大先生の将棋教室★ 

毎月第１土曜日 

将棋有段者の先生が親切、 

丁寧に優しく指導してくれます 

← ★長久保先生の 

工作教室★ 

毎月第２水曜日 

毎回すてきな作品が 

出来上がっています。 

★フラダンス★ 

毎月第２・４木曜日 

元タカラジェンヌの先生が 

愛情をもって楽しく教えて 

くれます。７月は外部での

発表も予定しています。 

↓ 

★野球教室★ → 

毎月第２土曜日 

地域の野球チーム 

「レインボークラブ」

のコーチ・選手と 

一緒に練習します。 

★「金の鈴」読み聞かせ★ 

毎月第４水曜日 

絵本、大きな絵本、物語の 

読み聞かせ、手遊び、パネル 

シアターなど、いつも楽しい 

プログラムになっています。 

↓ 

2019 年 

７月号 

ｖｏｌ．４１ 



    キッズのお約束・外遊びについて 
 ・ジャングルジムの上で走らない。   ・ジャングルジムにボールをぶつけない。 

 ・自分で出したものは片づける。    ・校舎の裏には行かない。   

 ・水飲みタイムの時は必ず、お水を飲む（水筒も可）。  ・バスケットゴールの下で遊ばない。 

 ・校舎には入らない（学校とのお約束）。 

東本郷小学校 放課後キッズクラブ ７月の予定表 
月日 曜日 キッズクラブ予定 備考 学校予定 

7月1日 月 【プログラム】七夕飾り作り、飾りつけ 申込不要 費用無料 日光宿泊体験 

7月2日 火   日光宿泊体験 

7月3日 水   ６年振替 

7月4日 木    

7月5日 金    

7月6日 土 【プログラム】大先生の将棋教室 要申込  費用無料  

7月7日 日 休み   

7月8日 月    

7月9日 火    

7月10日 水 【プログラム】長久保先生の工作教室 申込不要 費用無料  

7月11日 木 【プログラム】フラダンス① 要申込   費用無料 教育相談 

7月12日 金 【プログラム】ちょこっと工作 申込不要 費用無料 教育相談 

7月13日 土 【プログラム】ストーンアート 要申込  費用無料  

7月14日 日 休み   

7月15日 月 休み（海の日）   

7月16日 火    

7月17日 水 【プログラム】７月のお誕生会 要申込  費用無料  

7月18日 木   給食終了 

7月19日 金   Ｂタイム、午前授業 

7月20日 土 【プログラム】野球教室 要申込  費用無料   

7月21日 日 休み  

7月22日 月 【プログラム】ぬり絵大会（２６日（金）まで） 申込不要 費用無料 夏季休業（８月２６日（月）まで） 

7月23日 火   

7月24日 水 
【プログラム】音楽のひろば 

【プログラム】「金の鈴」読み聞かせ 

要申込   費用無料 

申込不要 費用無料 

7月25日 木 【プログラム】フラダンス② 要申込  費用無料  

7月26日 金    

7月27日 土    

7月28日 日 休み   

7月29日 月    

7月30日 火    

7月31日 水 【プログラム】万華鏡 要申込  費用200円  

※ ７月の一斉下校時刻は１７時００分です 

色紙（しきし）を持参したら 

手形を取ります 


