平成 2５年６月２６日

長五小のみなさん・保護者 様

『 だれでも 楽しい
詩吟 教室 』

つづき

（伊藤さん、立林さん、
古谷さん、向井さん）

詩吟は、大きな声を出すことで、発
声や人前での話すよい練習になりま
す。難しくなく誰でもできますよ。
舞をすることで、礼儀正しくなりま
す。経験豊かな先生が丁寧に教えて
くれます。低学年 未経験者大歓迎

図書室
（３F）

～ 舞い もしますよ ～

『 コマ 回し 教室 』
長五小すくすく教室運営委員会
日時

教室名・指導

『 宿題 』支援
１０（水）
『計算・漢字』指導
『図書室 開放』

場所
図書室
（３Ｆ）

（米澤さん 小川さん）
１０（水）

①『 てづくり☆キッズ 』
（松井さん）

理科室
（１Ｆ）

～夏の夜を光る
ミニちょうちんで楽しもう～
１３（土）

●希望の日を指定下さい

②『 茶道 体験 』
（ 藤井さん，中田さん，中務さん）
１０（水）

クラブハウス
（2Ｆ）

～ 茶道で礼儀も
身につけましょう ～

③『 すくすく 体操 』
（西田さん）

音楽室
（２F）

～ 楽しい体操と
手作りしましよう ～

④『 もの作り教室 』
（平松さん）

クラブハウス
（１F）

～ 美味しい 梅シロップ
を作りましよう ～

『あそぼう うまそうだな団』 やすらぎ
（橋本さん 他）

（３Ｆ）

～ もりだくさんの教室です ～

⑤ 『 竹あそび 』
１３（土）

（片山さん）

⑥『 書道 教室 』
（田中さん、六条さん）

つづく

～ 全学年参加できます
初めての方でもＯＫ ～

にった

（吉田さん、新タさん）

内容・持ち物 など

～ 誰でも簡単に回せますよ
楽しいですよ ～

教室で宿題もできますので、持ってきて
くださいね。『計算』と『漢字』をドリ
ルで学びます。読書支援・学習支援 な
ども。「いろはかるた」で皆んなで遊び
ましょう。学童の皆さんも参加下さい

（金田さん）
～ 初めてでも OK
楽しい写真を撮ろう ～

『 親子 パソコン 教室 』 クラブハウス

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楽し
みましょう。初めての人でも大丈夫，
マナーも一緒に身につけましょう。難
しくありませんよ。菓子代 100 円

『 キックベース 教室 』

「体操」と「手作り」と「速読」の
教室です。体操のあとハンドセラピ
ーもします。今回の手づくりはクロ
ーバーの押し花を使って、しおりを
作ります。簡単にできますよ。速読
の練習もあります。定員 30 名、材
料費 100 円、保護者歓迎
美味しく追熟（取ったあと熟させたもの）
した梅を使って梅シロップを作ってみま
しょう。誰でもできますよ。梅シロップは、
市販されたものとは違って、甘くてさっぱ
りしていて、元気の元になりますよ。100
円。定員 30 名。親子参加歓迎
英語の歌やダンスで飛びまわり、読み聞か
せで名作を聞き、ゲームでチャンピオンに
なる……。笑い声と大声がいっぱいの楽し
い教室ですよ。まるで遊園地で遊んでいる
ように感じますよ。
思いっきり笑いましょ
う。お友達を誘って皆んなできてください
長岡京の孟宗竹は、僧隠元が中国から持ち
帰り植えたとされます。その名産の竹を使
って楽しく遊びましょう。
切った竹の中に
蝋を入れて、竹のエコ蝋燭を作りましよ
う。定員２０名、参加費無料（期限の切れ
た食用油があれば持ってきてくださいね）

クラブハウス
（２F）

字を書けば、脳の働きは活性化すると
いわれます。そして何より手書きの文
字は書く人の心が伝わります。日本の
伝統芸術を守り書く楽しさ喜びを感じ
ましょう。書く道具は準備しています
が自分の筆などの持ち込みも可です

デジカメで楽しい写真を撮ってみよう。
校内外で気に入った物・建物・花・友人
などを写してね。デジカメを持っている
人は持参ください。撮った写真はプリン
トします。前の写真取りにきてください
パソコンは子どものころから慣れれば必
ず上達します。インターネットの仕方も
実習。初歩から各自のレベルで指導。各
学年各学科の教材、ワード・お絵かき・
ゲームなど。パソコン準備。パソコン持
込み可。お母さんには別プログラムで

会議室
（１Ｆ）

⑦『 カメラ 教室 』

身近にあるプラコップ・割りばし・お
習字の半紙などを使って、ちょうちん
を作ります。お楽しみは、ゆらゆら光
る LED のライト！本当に光るちょう
ちんになりますよ♪参加費 100 円。
定員 20 名、保護者歓迎

理科室
（１Ｆ）

～ 名産の竹を使って
楽しく遊ぼう ～

１３（土）

講師からコマのまわし方のコツを教えて
もらいます。手乗せ・的入れ（輪に入れ
る）
・どじょうすくい（すくって手に乗せ
る）
・紐かけ手乗せなど、ちょっと自慢で
きる技もできるようになります。こまは用
意し、認定書もでます。1 時間程度です

クラブハウス
周辺

（後藤さん、伊東さん）

（１Ｆ）

～ 子どものころから
習うより 慣れろ ～

（音嶋さん 他）

サッカーボールを使ってする野球ゲーム
です。ルールが野球と同じなので 簡単に
でき、よい運動になります。毎回多くの参
加があります。水筒・タオル、運動しやす
い服装で来てください。保護者歓迎

運動場
（雨天時中止）

～ 試合を楽しみましょう ～

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。いろいろあっ
て楽しいですよ。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
してください。保護者の方も歓迎

運動場
（森田さん，N5 おやじの会） （雨天時
体育館）

『球 技遊び』

水曜日 14 時５０分から 16 時１０分、土曜日 9 時 30 分から 11 時１０分です

１）長五小「すくすく教室」のホームページがあります
２）ホームページには、毎月のすくすく教室の案内、教室の写真（自分の
パソコンに取り込みプリントアウトも可）、すくすく参加に必要な帳
票、パソコン故障時の連絡（ボランティアで修理）などがあります
３）検索で「すくすく教室」、または http://sukusuku5.com と 入力
参加申し込み （募集型教室①～⑦に申し込む方のみ）

ホームページのトップページ

７月３日（水）までに、提出ください。多数の 場合 は調 整と なり 選 に 漏 れ た方 の み にお知 らせ しま
す 。複 数の 教室 に参 加で きます 。下 記の 募集型 教室 以外 の 参加 は自由 で す．
切取って提出ください
No
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