平成 2７年１月８日

長五小のみなさん・保護者 様

つづき

『 昔 あ そび と
詩吟教室 』

（伊藤さん、立林さん、
古谷さん、向井さん）

図書室
（３F）

～ 誰でも できますよ ～

31(土）

前回の教室

長五小すくすく教室運営委員会
日時

教室名・指導

21（水）

『 宿題 』支援
『計算・漢字』指導
28（水）
『図書室 開放』

場所
図書室
（３Ｆ）

（ 藤井さん，中田さん，中務さん）

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

クラブハウス
（２Ｆ）

鼠志野 重文

❷『 すくすく 体操 』
21（水）

28（水）

（西田さん 他）

● 希望の日を指定下さい

（松井さん 他）

● 希望の日を指定下さい

わからない所をリーダーに教えてもら
って宿題をし、読み聞かせもありま
す。パーティのあと、楽しいゲーム
をします。わくわく・ドキドキの教
室です。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

『あそぼううまそうだな団』 クラブハウス
（１F）

～ もりだくさんの教室です ～

◆2 日間とも参加できます

31(土）

『 カメラ 教室 』
（金田さん）
～ 初めてでも OK
楽しい写真を撮ろう ～

クラブハウス
（２Ｆ・
ダーツ共用）

つづく

水曜日 14 時５０分 から 16 時 2０分

『 パソコン 教室 』

キヤノン７

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
を写してください。カメラは準備していま
すが、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てお渡しし
ます。昨年教室に参加した人で写真もらっ
ていない人、取りに来てください。

プレゼントが貰えるよ

『 コマ 回しに教室
』
った

講師からコマのまわし方のコツを習い
ましょう。手乗せ・的入れ・どじょうす
くい・紐かけ手乗せ、ちょっと自慢でき
る技もできるように。こまは用意。でき
るようになった技で認定書もでます。

体育館
周辺

（吉田さん、新タさん）

～ 誰でも簡単に回せますよ
楽しいですよ ～

『 タグ ラクビー 教室 』
（白坂さん）
～ 難しくなく
楽しいですよ ～

『 ジュニアのダーツ教室 』
（片山さん 他）

前回の教室

「タグラグビー」は、タグという腰ベル
トを取ることがタックルの代わりになる
ルールのラクビーです。一般のラグビー
と違い、個人差や男女差、年齢に関係な
く、すぐに誰でも一緒に楽しめるやさし
い遊びです。楕円球のボールを使ってす
る、皆んなが好きな鬼ごっこです。水筒・
タオル、運動しやすい服装、保護者歓迎

前回の教室

ダーツゲームは、三本の矢を一本ずつ、
ダーツボードに投げて楽しむスポー
ツ・ゲームです。大人から子供までみん
なで遊べますよ。適度な運動になり、集
中力が養われます。得点計算で、頭の体
操にもなります。保護者歓迎

運動場
（雨天時
体育館）

クラブハウス
（２Ｆ・
カメラ共用）

～ 全学年参加できます
安全・丁寧に指導します ～

参加申し込み （募集型教室

❶～ ❸

に申し込む方のみ）

１ 月 １４ 日（水）までに、提出ください。多数の場合は調整し 教室ごとに全員の方に当落 を
お知らせします。複数の教室に参加可です。下記の募集型教室以外は 参加自由 です。
切取って提出ください
No

❶

❷

❸

教室名

茶道

体操

てづくり

開催日

２１

土曜日 9 時 30 分 から 11 時１０分

（インフルエンザで学級閉鎖が出た場合、すくすく教室はありません）

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
学年各学科の教材もあります、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（修理や再設定もしま
す）
。今回は新年のゲーム大会です。

クラブハウス
（１Ｆ）

（吉田さん、伊東さん、
西田さん）
～ 子どものころから
習うより 慣れろです ～

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。季節季節
のお菓子をいただき、香り高いお茶を喫し
て、楽しいひと時をもちましょう。初めて
の人でも大丈夫，マナーも一緒に身につき
ますよ。菓子代 100 円、保護者歓迎

写真アルバムに、いろいろな色や太さの
違う毛糸を使ってなまえを入れたり、好
きな形をデザインします（左写真）。毛
糸を切ってボンドで貼りつけます。L 版
の写真が 32 枚入りますよ！定員各３
新 内容
０名 材料費１００円

理科室
（１F）

～ 毛糸アートで思い出
アルバムを作ろう！～

（橋本さん 他）

オリオン座 馬頭星雲

ハミング体操では、口を閉じたまま
で姿勢を思いっきり伸ばしてハミン
グ。そのあと、ハンドタオルとカラー
輪ゴムでペンギンとクマ（左写真）を
つくります。定員各 30 名 ,材 料費
新 内容
100 円、保護者歓迎

音楽室
（２F）

～ ハミング体操と
ハンドタオルアート作り ～

❸『 てづくり☆きっず 』

～ 冬の星座と２月の天文現象
宇宙は不思議で一杯です ～

くださいね。
『計算』と『漢字』をドリル

しょう。学童の皆さんも参加下さい

❶『 茶道 体験 』

今月のテーマは「冬の星座と２月の
天文現象」です。オリオン座、牡牛座、
ふたご座などの星座と、木星とその
四大衛星の動きについてお話ししま
す。プロジェクターで分かりやすく
説明します。保護者歓迎 新内 容

音楽室
（２F）

（時友さん）

教室で宿題もできますので、持ってきて

（米澤さん 小川さん,
八田さん）

21（水）

『 星 パーク 』

内容・持ち物 など

昔あそびでは、京都の「通り名の唄」や
「お手玉（おじゃみ）
」や「おはじき」
など、昔流行った遊びをしましょう。人
前で大きな声で話せるように、発声も
やってみましょう。難しくなく誰でも
できますよ。低学年大歓迎、まず参加し
てみてください。保護者歓迎

２１
一方選択

年

組

児童名（

２８

２１

２８

一方選択

） 親子参加？ はい

いいえ

