平成 2３年４月２２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）
～ 試合を楽しみましょう～

『 卓球を楽しもう 』
長五小すくすく教室運営委員会
日 時

教室名・指導

場 所

①『 たけのこ 堀りを 体験しよう』 長岡公園
4月
３０日
（土）

（小根田さん 他） ＊小雨決行

『漢字と計算』
『図書室 開放』
１１
２４，２５
３１

７（土）
9：30～
11：10

（米澤さん 小川さん）
原則毎週 火・水
火 15:40～ 16:10
水 14:40～ 16:10

『球 技 遊 び』
（森田さん，N5 おやじの会）

（時友さん、茶木さん）

～ 美しい月や星の世界には
不思議が一杯です ～
9:30～11:30

１１（水） 『読み聞かせ
うまそうだな団 』
＆
（橋本さん 他）
１８（水）
～ もりだくさんの教室です ～
2 日間
14:40～16:10
１１（水）
14:40～
16;10

図書室
（３Ｆ）

運動場
（雨天時
体育館）

毎月第１土曜日に定期開催

②『 星 パーク 』
７（土）
＆
２８（土）
2 日間

横の竹林

～ 筍の話しもあります
堀り立て筍のお土産つきです ～

音楽室
（２Ｆ）

図書室
（３Ｆ）

③『もの作り教室
理科室
ピンクッション を作ってみよう』 （１F）
（平松さん）
～やさしく分かりやすく指導します～

④『 キッズアロマ教室
やすらぎ
なかよしハンドを覚えよう 』 ルーム
（本藤さん）
～ いい香りは心を休めてくれます ～

１８（水）
14:40～
16;10

（３Ｆ）

⑤『もの作り教室
家庭科室
ティッシュケース を作ってみよう』 （２F）
（平松さん）
～やさしく分かりやすく指導します～

『すくすく体操団（一）』
（西田さん）
～ヨーガのポーズを取り入れた
楽しい体操です～

やすらぎ
ルーム
（３Ｆ）

『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。
「いろはかるた」
で皆んなで遊んでみましょう。学童
の皆さんも参加下さい

ティッシュケースを作ってみまし
ょう。
きれいでカラフルな生地を、
オリジナルなケースにしましょ
う。お家でも使えますよ。持ち物
なし、親子参加歓迎
全学年向きのヨーガ使った「体操教
室」です。花粉症なども楽になるハ
ンドセラピーもします。手作りコー
ナーは、Ａ組「フレーム作成」Ｂ組
「電卓にデコ」です。親子参加歓迎

体育館

卓球は、どこでも誰でも楽しめる
スポーツです。初級から丁寧に楽
しく指導します。ラケットのある
人は持参ください，体育館シュー
ズ、軽服装で来てください

図書室
（３Ｆ）

有名な詩を，皆んなで吟詠します。
「大きな声を出す」「人前で話す」
などの練習にも。お腹から声を出
し，健康にもいいですよ。国語の勉
強にもなります。一度体験ください

図工室

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 OK。保護者の参
加も大歓迎です。定員 20 名
学校を出て原っぱに行き、知らな
い草や生き物に名前をつけます。
自然に触れることで新しい発見
があり驚きがあります。雨天時は
校内で雨用プログラムをします
世界にはいろいろな言葉がありま
す。その言葉を，歌やゲームやク
イズで覚えてみましょう。簡単に
覚えられ，楽しいですよ。お母さ
んもいかがですか
パソコンの初歩から各自のレベル
で指導します。各学年の各学科の教
材もあります。ワード・お絵かき・
ゲームなども。パソコンは準備して
いますが，パソコン持込みも可
デジカメで楽しい写真を撮ってみ
ましょう。校内外で気に入った物・
建物・花・先生・友人などを写して
ください。デジカメ持込みも可。前
回の写真プリントができています

～ 親子でも参加ください ～

⑥『 親子なかよし
詩吟教室』
（長岡京吟詠会 伊藤さん，立林さん，
古谷さん，山本さん）
～ 低学年でも できますよ ～

２１（土）
9：30～
11：10

⑦『 勾玉（まがたま）作り 』
（増田さん）

（２Ｆ）

～ 古代人のたからもの
勾玉を作ろう～

布製の円盤を使って遊ぶドッヂ
ビーと、ドッヂボールを楽しみま
す。運動のできる服装で来てくだ
さい。水筒・タオル・上ぐつ持参。
親子での参加も大歓迎
月は、昼間でも出ています。その神
秘の月を、運動場で天体望遠鏡を使
って観察しましょう。曇天の場合
は、教室で天体に関するゲームやク
イズをします。この機会に宇宙に興
味をもってみてくださいね
童話・絵本を読み、ゲーム・うた・
工作もします。外国人講師により英
語や仏語も。おもしろく、えがおイ
ッパイの教室、あっと言う間に時間
がすぎますよ。友だちも誘ってね
ペットボトルのキャップを使っ
て、ピンクッション（針山）を
作ってみましょう。布の組合わ
せを考えて、オリジナルのもの
を、持ち物なし、親子参加歓迎
よい香りの植物のマッサージオ
イルを使って、簡単なハンドマッ
サージを、皆んなでしあって楽し
みましょう！帰ってお家の人に
もしてあげてくださいね、参加費
100 円

サッカーボールを使ってする野球ゲ
ームです。毎回多くの参加がありま
す。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

（中小路さん，小柳さん，
中路さん 他）

内容・持ち物 など
9 時 30 分校門前に集合、皆んなで
長岡公園へ、11 時３０分まで、定
員 30 名（3 年生以下は保護者同
伴）
、タオル・スコップ・軍手・袋 持
参、掘り方指導し体験します

運動場
（雨天時
中止）

⑧『 体験型学習どきどき探偵団 』 やすらぎ
ルーム
（３Ｆ）

（橋本さん 他）
～テーマは しぜん・はっけん・おどろき～

『 世界の言葉で 遊ぼう♪ 』

音楽室
（２Ｆ）

（ヒッポファミリークラブ長岡京 滝川さん）
～ゲームをしながら覚えましょう～

『 親子 パソコン 教室 』

会議室
（１Ｆ）

（後藤さん）
～お母さんも一緒にどうぞ～

『 カメラ 教室 』

会議室
（１Ｆ）

（金田さん）
～ 初めてでも OK
楽しい写真を撮ろう ～

参加申し込み（①～⑧ に申し込む方のみ）
４月２６日（火）までに学校に提出ください。多数の場合は調整となり、当選者にのみお知らせします（選外は不
通知）
。①～⑧ 以外の申し込みは不要で，自由に参加ください。
（備忘；申込み教室名
）
切取って提出ください
○を付けてください
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

たけのこ

星パーク

ピンクッション

アロマ

ティッシュ

詩吟

勾玉

探偵

4月３０日

７(土)

年

組

28(土)

児童名（

11(木)

１8(水)

） 親子参加？ はい

＜事務局欄＞上記の教室で選抜されましたのでお知らせします。

21(土)
いいえ

