平成 2２年５月７日

長五小のみなさん・保護者 様

『キックベース 教室』
（音嶋さん，
男子ソフトボールサークル）
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教室名・主催

『漢字と計算』
『図書室 開放』
（米澤・小川さん）
毎週 火・水 （１２日は休み）
火 15:40～ 水 14:40～ 16:10 まで

①『スポーツ 吹き矢』
（結城さん）
～楽しいスポーツ“ふきや”
集中力も高まります～

場 所
図書室
（３Ｆ）
やすらぎ
ルーム
（３Ｆ）

音楽室
（ヒッポファミリークラブ長岡京 滝川さん） （２Ｆ）

②『世界の言葉で 遊ぼう♪』

～ゲームをしながら世界の歌を
覚えられますよ～

③『 茶道 体験 』
（前校長 藤井さん）
～茶道で楽しくマナーを
身につけましょう～

④『くるみボタンを作ろう！』
１９（水）
14:40 ～
16：10

（平松さん）

ランチ
ルーム
（２Ｆ）
理科室
（１F）

～ヘヤーゴムやリボンにもなりますよ
親子での参加も歓迎～

⑤『 星 パーク 』
（時友さん）

会議室
（１Ｆ）

～ 美しい星の世界には
不思議が一杯です ～

⑥『勾玉（まがたま）作り』
（増田さん）
～古代人のたからもの，
勾玉を作ろう～

⑦『すくすく体操団』
（西田さん）
～ヨガのポーズを取り入れた
楽しい体操です～

⑧『 キッズアロマ 教室
春のハーブと花遊び 』
（本藤さん，上島さん）
２９（土）

⑨『 カメラ 教室 』
9：30～
11：10

（金田さん）

～デジカメで
楽しい写真を撮ろう～

⑩『親子 パソコン 教室』
（後藤さん）
～お母さんも一緒に学べます～
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『 走り方 教室 』

長五小放課後子ども教室運営委員会
内容・持ち物 など
『計算』と『漢字』をドリルを使
って学びます。読書支援・学習支
援 なども相談下さい。目標を決め
てやってみましょう
筒を一気に吹いて的を狙い，矢を
飛ばします。腹式呼吸の練習にな
り，集中力も高まり体力もつきま
す。いちから指導します，４年～
６年生 10 名，親子歓迎
いろんな国の歌を歌ってみませ
んか？１学期最後の教室にミニ
発表会をしてみましょう！今回
は「韓国の歌」と「フランスの
歌」を楽しく覚えます。
茶道は，人との出会いを大切にし，礼
儀を重んじ，清らかな心を養います。
お菓子をいただき楽しいひと時をす
ごしましょう。ふくさ・腰ひも・お扇
子 持参，菓子代 100 円 ,定員 20 名
布に絵を描いたり、刺繍をしたり、
自分だけの「くるみボタン」を作り
ましょう。ボタンの後ろにゴムをつ
けてヘアーゴムやリボンに、ストラ
ップにも。好きな布があれば持参
夜空に輝く美しい星，そこには，一
杯の夢や不思議が詰まっています。
講師の時友さんは，天体や星につい
て各地で分かりやすく講演されて
いるプロの方です。
詳細は右ページ
勾玉は古代の人が作ったかざりの玉で
す。ろう石というやわらかい石を紙や
すりなどで削って作ります。低学年で
も初心者も OK。保護者の参加も大歓
迎。材料費100 円 20 名
ヨガのポーズの全学年向き体操で
す。決めポーズの写真を撮りフレー
ムにデコしてみよう。フレームは粘
土をボンドではりつけるだけです。
バスタオル，親子歓迎
たまごの殻を容器にしてハーブとお
花をアレンジして楽しみましょう！
仕上げに好きな香り(アロマ) をつけ
てでき上がりです。参加費100 円
デジカメで楽しい写真を撮ってみ
ませんか。デジカメ持参も可です。
校外での撮影もあります。作品はプ
リントします。親子参加歓迎
パソコンの初歩から各自のレベル
に合わせて。ワード・エクセル・
写真・グラフなど，パソコンも準
備，持込みも可。親子参加歓迎

（星野さん・長四中陸上部有志）
10:30 まで

“キックベース”は，サッカーボール
を使ってする野球ゲーム。
楽しくよい
運動になります。水筒・タオル，運動
しやすい服装，親子参加歓迎
足の速い人はもっと速く，走りが
苦手の人には走りのコツを，プロ
から習ってください。運動のでき
る服装で，水筒・タオル持参

運動場
（雨天時
中止）
運動場
（雨天時
中止）

新教室紹介

『 星 パーク 』

（左表 ➄ に概要）

～ 美しい星の世界には 夢や不思議が一杯です ～
★ 星や星座のカードなどを使って ，楽しく紹介します
★ ゲームなどを通じて，星空に親しんでください
★ 低学年の児童にも星に親しめるよう，分かりやすく
お話しします
★ 慣れてくれば，
「星座早見盤」や「望遠鏡」の工作も考えて
います
親子の参加も大歓迎です。この機会に宇宙のことを知ってください

ご協力のお願い
校庭南側のバスケットコートの芝生化を計画して
います。これは４０周年記念委員会が主催するもの
で，すくすく教室も協賛しています。美しい芝生
コート作りにご協力お願いします。
日 時；５月２９日（土） ９時３０分～１２時
雨天延期（次週） ＊教室参加の人も終わり次第寄ってみてください
作 業；穴の中に芝生を植え付けていきます。全部で 1600 株を予定しています
芝生がはえ揃った 9 月には，芝生の上で遊ぶ企画をしています。
持ち物；軍手，スコップ，水筒，タオル（あればで結構です）

切取って提出下さい

参加申し込み（①～⑩ に申し込む方のみ）
２月 1４日（金）までに学校に提出下さい。申し込み多数の場合は調整となります。
①～⑩ 以外の申し込み不要です。自由に参加下さい。
①
吹き矢
15 日
年

②
言葉

組

③
茶道

児童名（

④
⑤
ボタン
星
１９日

⑥
勾玉

⑦
体操

⑧
アロマ

） 親子参加しますか？ はい

○を付けて下さい
⑨
⑩
カメラ
パソコン
２９日
いいえ

