平成 2５年 1１月１日

長五小のみなさん・保護者 様

『 だれでも 楽しい
詩吟 教室 』

（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）

～ 誰でも できますよ ～

１６（土）
長五小すくすく教室運営委員会
日時

１３（水）

教室名・指導

『 宿題 』支援
『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）
９（土）

運動場
（雨天時
（森田さん，N5 おやじの会）
体育館）
～ 球技を 皆んなで
楽しみましょう ～

『球 技遊び』

❶『

竹林再生

竹の万華鏡を作ろう 』

１３（水）

理科室
（１F）

（西田さん 他）
～ 竹林伐採で出た
竹を使います ～

● 希望の日を指定下さい
２０（水）

❷『 書道 教室 』
（田中さん、六条さん）
～ 全学年参加できます
初めての方でもＯＫ ～

クラブハウス
（２F）

▲ 2 日とも参加できます

❸『キッズ デザイン教室 』
（引宇根さん）
～ 楽しく デザインを
してみましょう ～

図工室
（２F）

● 希望の日を指定下さい

❹『 てづくり☆きっず 』
（松井さん）

音楽室
（２F）

～ ネイチャークラフト
作りです～

● 希望の日を指定下さい

『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 ～

▲ 2 日とも参加できます

１３（水）

➎『 茶道 体験 』
（ 藤井さん，中田さん，中務さん）
～ 茶道で礼儀も
身につけましょう ～

クラブハウス
（１F）

➏『 星 パーク 』

内容・持ち物 など

～ 美しい月や星の世界には
不思議が一杯です ～

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

『 コマ 回し 教室 』

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、保護者歓迎

にった

～ 誰でも簡単に回せますよ
楽しいですよ ～

『 キックベース 教室 』
（音嶋さん 他）

運動場
（雨天時中止）

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

クラブハウス
（１Ｆ）

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

クラブハウス
（１F）

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

家庭科室
（２Ｆ）

バスソルトは、塩を使った入浴剤です。海
塩にアロマとハーブ入れて作りましょう。
お風呂に入れればよい香りがして、身体が
温まりますよ。恒例のハンドマッサージも
楽しみにしてください。定員 20 名、材料
新 内容
費 100 円、保護者歓迎

～ 試合を楽しみましょう ～

『 パソコン 教室 』
（後藤さん、伊東さん）
～ 子どものころから
習うより 慣れろ ～

➐『 カメラ 教室 』
２０（水）

（金田さん）

～ 初めてでも OK
楽しい写真を撮ろう ～

➑『

キッズアロマ教室

バスソルト作り 』

（本藤さん）
～香りのバスソルト作り
ハンドマッサージも ～

「選外の通知の届いていない人（＝当選者）
」の参加が、最近少なくなっています（平均１５％の児童
が不参加）。以下をお読みになり、注意お願いします。
参加申し込み （募集型教室 ①～⑧ に申し込む方のみ）
１１月６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（当選者にはお知らせしません）
。複数の教室に参加可、下記の募集型教室以外 参加自由 です
切取って提出ください
No

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

教室名

竹林

書道

デザイン

てづくり

茶道

星

カメラ

アロマ

日

１３ ２０

１３ ２０

１３ ２０

１３ ２０

１３

１６

２日共可

一方選択

一方選択

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

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。こまは用
意、認定書もでます。1 時間程度です

クラブハウス
周辺

（吉田さん、新タさん）

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
河陽ケ丘の竹林を再生し採れる筍を楽し
む活動は、
今年も多くの皆さんが参加して
進められています。
そこで切った竹を使っ
て「万華鏡」
（まんげきょう）を作てみま
しょう。万華鏡をくるくる回せば、びっく
りするような美しい模様が出てきますよ。
定員各 20 名、材料費 100 円新 内容
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
読書が楽しくなる、かわいい「しおり
（栞）」作りをしましょう。 切ったり、
はったり、描いたりして、いろんな形の
「しおり」にしましょう！ 最後はラミ
ネート加工で丈夫に仕上げます。 定員
各 30 名 材料費 100 円 新 内容
自然素材を使ったドアベル作りです。木の
枝やどんぐりなどの自然素材と、カラフル
な木のビーズを使い、ドアベルを作りま
す。カウベル（牛の首の鈴）ですので、ド
アに付けるとかわいい音色がしますよ
定員各 20 名 材料費 100 円新 内容
いろんな学年の人と、
「ゲーム」や「歌」
や「かみしばい」を楽しみましょう。高
学年のリーダーが、やさしく教えてくれ
ます。思いっきり笑いましょう。思いき
り飛び跳ねましょう。お友達を誘って皆
んなできてください。保護者歓迎

今回は「金星」について見てみましょう。
宵の明星、明の明星で親しまれる金星、で
もそこは不思議で一杯です。また１１月２
８日に太陽にもっとも近づく「アイソン彗
星」についても説明します。保護者歓迎

音楽室
（２F）

（時友さん）

年

組

児童名（

２０

一方選択

） 親子参加？ はい

いいえ

