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ことしの夏もコロナに負けず、楽しい思い出を作りましょう！
いよいよ待ちに待った暑い夏が始まります。まだまだ我慢の必要な夏休みになりそうですが、小野の子

クラブでは今年もたくさんのプログラムを準備しています。学校のお友だちと一日遊んで学んで楽しん

で、暑さに負けず思い出いっぱいの特別な夏にしましょう！ お申込みをお待ちしております。

確認をお願いします
◆コロナ禍での開所・感染防止対策について
①アフタースクールの開所については、小学校と緊密に連携し、決定していきます。

場合によっては、急きょ閉所となる可能性もございます。変更となる場合は、随時メールいたします。

②アフタースクールを利用される際には、マスク着用にご協力ください。

③参加前には、ご自宅で体調のご確認、検温を必ず実施し、体温を『参加カード』に記入、

ご提出をお願いいたします。体調が優れない場合は、利用をご遠慮ください。

④７月１８日(月・祝)、８月１１日(木・祝)は祝日のためお休みです。

夏休みの確認をお願いします！

◆ご利用コースをお決めください！
短縮授業日・夏休みのご利用につきましては

レギュラーコース・スポットコースでのご利用になります。

また、スポットコースは、①１日利用・②半日利用（5 時間まで）です。利用予定表を提出する際に

ご希望のコースを選び、利用予定日を記載の上ご提出をお願いいたします。

夏休みだけの利用も可能です！！
お問い合せください！
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５月の理科実験テーマは「水の不思議！」

でした。水がつかめることにみんなびっくり！

色をつけて『いくら』をつくることができました。

キッズヨガ教室では林間学校で

疲れた体をいやすために、

からだをたくさん伸ばしました！

「小野の子映画観賞会」では

映画バブルを鑑賞しました。

笑いあり涙ありで、大満足。

Thanks ウィークでは、

日頃の感謝の気持ちを

メダルに込めて、

プレゼントしました。



◆受付時間内に入室してください。
8:00～9:00 の間に入室をお願いします。9：00 以降の入室の場合は、事前にご連絡下さい。

小野の子の教室は 7：55 に鍵を開けますので、あまり早い到着とならないようご注意ください。

尚、登下校は保護者の管理責任となります。どうぞご了承ください。

◆夏休みの持ち物
＊参加カード （必ず帰宅時間の確認をお子様とお願いします。）

＊勉強道具一式 （午前 30分×2 回、午後 30分の自学自習に合う勉強道具の用意をお願いします。）

＊水筒（いつでも水分補給できるように必ずご持参下さい。無くなった場合は小野の子で補充します。）

＊手拭き用ハンカチ ＊うわばき ＊汗拭き用タオル ＊外遊び用運動靴 ＊体育館シューズ

＊お弁当 （石川弁当の場合は事前にお申し込みください。）

◆夏休みの1日の流れ(例) ※日によって活動が異なります。

７月・８月のプログラム ※スケジュールは変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

◆日替わり開催プログラム◆ 各プログラムによって、実施時間が異なります。

月日・時間 プログラム名 持ち物 内容

７月１４日(木) １３：００～１４：００ ドッジボール大会 体育館履き・タオル みんな大好きなドッジボールを第２体育館で行います！

７月１５日(金) １３：００～１４：００ リレー大会 体育館履き、タオル 第２体育館でチームに分かれて、バトンをつなげ！

７月１９日(火)/８月２３日（火） キッズヨガ・ストレッチ 体操着ズボン
７月は「夏バテ防止」で夏を楽しめる体に！

８月は登校前日に「シャキッとからだを整えよう」

７月２０日(水)/８月１９日（金） わくわく実験教室 特になし
７月のテーマは「冷え冷えカイロを作ろう！」

８月のテーマは「ペットボトルロケットを飛ばそう！」

【金曜日】７月２２日・２９日/８月１２日・２６日 青空レクレーション 水筒・タオル
第２グラウンドで思いっきり体を動かそう！

※当日の暑さ指数によって、制限がございます。

８月５日(金) １４：００～１６：３０ 小野の子夏祭り 特になし いろいろな出し物で、小野の子の夏を楽しみましょう！

８月１０日(水) １４：００～１６：３０ 小野の子映画観賞会 特になし 今回は、夏らしい感動する映画をセレクトしました！

８月２２日(月) 終日 夏休みおもいで制作 特になし 夏休みのみんなの思い出を１枚の大きな紙につくろう！

◆週間開催プログラム◆ 期間中、終日実施しています。

月日 プログラム名 内容

７月４日(月)～８日(金) 星に願いを…★ミ 大きな夢を短冊に書いて、ひとりひとりお願いごとをしよう！

７月１１日(月)～１５日(金)/８月８日(月)～１２日(金) 季節の壁面制作 ７月「夏の風物詩」・８月「夏祭り」をテーマに小野の子を飾ろう！！！

７月２５日(月)～２９日(金) しゃかしゃかうちわを作ろう “仰ぐと音が鳴るうちわ“を作って、涼しく過ごそう！

８月１日(月)～１２日(金)・２４日(水) 夏休みぬりえコンテスト 自分の渾身の１枚を塗って応募しよう！ さあ選ばれるのは誰だ！？

８月１５日(月)～１９日(金) チリンと風流！風鈴作り 夏の風物詩である“風鈴”を自分の力で作ってみよう！

８月２９日（月）～９月２日（金） キラキラ絵をつくろう！ 晴れた太陽光に当てると光る“キラキラ絵“をつくろう！

◆特別開催プログラム◆ ※抽選となります。ご希望の方は小野の子クラブへメールにてご連絡をお願いします。

受付先：小野の子クラブ ono-ras@riq.co.jp 受付締め切り：6 月 22日(水)終日
月日・時間 プログラム名 持ち物 内容

７月５日(火)１２：３０～１４：００
はじめての

プログラミング
筆記用具

ロボットに行ってほしい内容のプログラミングを考え、

プログラムを自分の力で作成し、ロボットを動かします。

みんなの頭をフル回転しよう！

７月２１日(木)１２：３０～１４：００ KEIJI 柔道プログラム
体操着、タオル、

水筒、体育館履き

２００４年アテネオリンピック柔道男子１００㎏超級金メ

ダリスト"鈴木佳治"さんが運営する団体が、中々経験す

ることのできない柔道を指導してくれます。

みんなで、受け身や投げ技を楽しくやってみよう！

8：00～8：50 入室、 フリータイム

9：00～9：30 学習タイム①

9：30～9：55 フリータイム

10：00～10：30 学習タイム②

10：30～12：00 プログラムタイム

12：00～12：45 昼食

13：00～13：30 学習タイム③

13：30～15:00 公園遊び ・ プログラム

15:00～15：30 おやつ

15：30～19：00 フリータイム、順次帰宅
（17：00 ・ 17：30 ・ 18：30 の送迎バス有り）



小野の子クラブ ７月の予定表

月日 曜日 アフタースクール予定 備考 学校予定

7月1日 金

7月2日 土 学校説明会

7月3日 日

7月4日 月 【プログラム】 星に願いを…★ミ

7月5日 火 ★５日限定★ はじめてのプログラミング １１：３０開所 午前授業

7月6日 水

7月7日 木

7月8日 金

7月9日 土 研修日

7月10日 日

7月11日 月 【プログラム】 季節の壁面制作

7月12日 火

7月13日 水 １１：３０開所 個別面談（短縮授業）

7月14日 木 ★１４日限定★ ドッジボール大会 １１：３０開所 個別面談（短縮授業）

7月15日 金 ★１５日限定★ リレー大会 １１：３０開所 個別面談（短縮授業）

7月16日 土 引取訓練

7月17日 日

7月18日 月 海の日

7月19日 火 ★１９日限定★ キッズヨガ・ストレッチ １１：３０開所 個別面談（短縮授業）

7月20日 水 ★２０日限定★ わくわく実験教室 １１：３０開所 個別面談（短縮授業）

7月21日 木 ★２１日限定★ KEIJI 柔道プログラム ９：３０開所 終業式 個別面談

7月22日 金 ★毎週金曜日★ 青空レクレーション

7月23日 土

7月24日 日

7月25日 月 【プログラム】 しゃかしゃかうちわを作ろう

7月26日 火

7月27日 水

7月28日 木

7月29日 金 ★毎週金曜日★ 青空レクレーション

7月30日 土

7月31日 日

充実した夏休みを小野の子クラブで
まずはお問い合せください！

http://3.bp.blogspot.com/-uYIlYlQUVzk/UZRBgr5dKsI/AAAAAAAASoE/iPyeccDrRIE/s800/setsubun_mamemaki.png


小野の子クラブ ８月の予定表

月日 曜日 アフタースクール予定 備考 学校予定

8月1日 月 【プログラム】 夏休みぬりえコンテスト

8月2日 火

8月3日 水

8月4日 木

8月5日 金 ★５日限定★ 小野の子夏祭り

8月6日 土

8月7日 日

8月8日 月 【プログラム】 季節の壁面制作

8月9日 火

8月10日 水 ★１０日限定★ 小野の子映画観賞会

8月11日 木 山の日休み

8月12日 金 休み

8月13日 土 休み

8月14日 日 休み

8月15日 月 休み

8月16日 火 休み

8月17日 水 休み

8月18日 木 【プログラム】 チリンと風流！風鈴作り

8月19日 金 ★１９日限定★ わくわく実験教室

8月20日 土

8月21日 日

8月22日 月 ★２２日限定★ 夏休みおもいで制作

8月23日 火 ★２３日限定★ キッズヨガ・ストレッチ

8月24日 水 ★２４日限定★ ぬりえコンテスト結果発表会 ９：３０開所 始業式

8月25日 木 平常授業

8月26日 金 ★毎週金曜日★ 青空レクレーション 平常授業

8月27日 土 研修日

8月28日 日

8月29日 月 【プログラム】 キラキラ絵をつくろう！ ～９月２日（金）まで 平常授業

8月30日 火 平常授業

8月31日 水 平常授業

小野の子ブログで活動を紹介しています。

ぜひご覧ください！！
https://riq-gakudou.com/onogakuen/

QR コードはこちら→
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