
東山田小学校放課後キッズクラブ 

東山田小放課後キッズニュース  
tel&fax 045-594-4859 平成 29 年 6 月 28 日 

夏休みの季節になりました。今年も盛りだくさんの企画を計画中です。中には決まっているけれど、いつなの

かはお楽しみ、の企画もあります。夏休みの放課後キッズクラブに参加にあたってはお申込みが必要です。 

今回は参加申込用紙の記入の方法をご説明いたしますご記入の上 7 月 10 日までにご提出下さい 

ご提出頂いたものを参加カードにコピーしてお渡ししますので、分かりやすくご記入下さい 

参加申込書の記入の順番に沿ってご説明しますので宜しくお願いします。 

１、 参加申込書をご覧ください。一番左に日付、曜日。その次に参加予定の欄がありますので、当該日に参加予

定の場合はそこに〇印を入れてください。 

２、 参加当日保護者印の欄は申込の時には空欄にしておいてください 

３、 次に参加開始時間の欄があります。8:30 から参加の予定の場合は 8:30 からに〇印を入れてください。それ

以外は「＿:__から」に時間を記入してください 

４、 「＿:__から」に時間を記入した場合は保護者同伴による登校をお願いします。また記入した開始時間は必

ず厳守でお願いします。 

５、 7 月 23 日から 30 日までの小学校主催の水泳教室に参加の方は「水泳教室参加予定」に〇印を入れて

ください 

６、 高学年で早い時間からの水泳教室に参加した後、放課後キッズクラブに参加するお子さんは、参加カードを

指定の場所にあるケースに入れてから水泳教室へ行ってください。 

７、 時間の関係で、放課後キッズクラブに参加してから水泳教室に参加するお子さんは、放課後キッズクラブで

確認してまとまって水泳教室に向かいます。 

８、 水泳教室の後そのまま直接下校するお子さんは「水泳教室参加後直帰」の欄に〇印を入れてください 

９、 次に下校のしかたです。一斉下校時刻は 12 時・15 時・17 時です。一斉下校時刻で帰宅するお子さんは 

いずれかに〇印を入れてください。 

１０、 一斉下刻時刻以外の下校時刻は、「個別下校」欄に記入してください。「個別下校」は必ずお迎えです。また

一斉下校時刻でも下校するお子さんがお 1 人の時はお迎えをお願いしますのでご協力をお願い致します 

区分②でご登録のお子さんの最終お迎え時刻は 19 時です。 

１１、 学校水泳に関しては学校のルール優先です。学校の水泳教室参加カードを忘れた為に下校を余儀なくされる

こともあります。 

１２、 水泳教室のあと放課後キッズクラブへ参加する予定のお子さんは学校へもその旨伝えてください。 

連絡がうまく取れないと混乱しますのでよろしくお願いします。 

１３、 学校の水泳教室を休み、放課後キッズクラブも休む時は必ず放課後キッズクラブに連絡をお願いします。 

夏休み参加申込み書の参加予定の欄に〇印を入れていたけれど、当該日にお休みをするという時は必

ずご連絡下さい。参加の予定がない日に参加の時も必ずご連絡下さい。 
 

今年も素晴らしいぬりえコンテストでした。ぬりえは複雑な物も難しいのですが、空間が多いのも難しいよう

です。素敵な工夫が見られて本当に感動的でした。ご投票いただいた保護者の皆様、感謝いたします。 

★ぬりえコンテストの入賞者の発表です！！ 
皆さんの投票の結果、投票数の多い順に入賞者を決定しました。授賞式は滞りなく執り行われました 

 
低学年の部門  金賞    2 年３組 やまだ たくみさん 

     銀賞   ２年１組 こんの ひなのさん 
     銅賞    ２年１組 かわかみ さなさん 

 
高学年の部門 金賞   ４年１組 山﨑 あおい さん 

    銀賞    ５年３組 佐目 明莉 さん 
銅賞    ３年３組 山田 愛 さん 

入賞作品はキッズルームの廊下に展示しますのでご覧ください 

 



 

【放課後キッズクラブの夏休み】 

期間  ：7 月 21 日（土）から 8 月 2５日（土）迄です。 

開始時刻：開始は８：３０からです。 

下校時刻：一斉下校時刻は 12 時、1５時、1７時です。それ以外の時間はお迎え下校です。 

午前中から参加で下校が 1５時、1７時、１９時（区分②）迄参加の児童はお弁当、飲み物（水または麦茶）持参の参加です。 

区分１の方の 17 時以降のスポット利用（800 円＋おやつ代 100 円）の方は事前にお問い合わせください 

★上履きは上履き袋に入れて毎回持って来て、もって帰ります。 

★体調の悪いお子さんの参加はできません。朝調子がはっきりしない時は休ませその旨を、放課後キッズクラブにご連絡ください。 

★放課後キッズクラブに参加している間に体調不良になった場合は、ご連絡致しますのですぐにお迎えに来てください。 

保護者の方は携帯電話等、必ず連絡が取れるようにしておいて下さい。また、一斉メールの登録もお願いします。 

higakids1n1k@ed.mobile-cm.com 空メールにて登録できます。まだの方は登録をお願いします。登録完了後参加カードなど

でお知らせください。 

★お弁当には保冷材を多めに入れ、火の通った食材でお願いします。 

★持ち物にはすべて（お弁当と水筒は外側の袋と中の本体にもお願いします）学年・組・名前を書いて下さい。 

★日差しが強いので帽子、汗をかくのでタオル、濡れたりしますので必ず着替えを持たせて下さい。 

★参加カードのない児童のまた保護者の押印の無い参加カードでは参加は出来ません。 

《夏休みの全員または希望者参加の企画です》 
スーパーボールすくい 8 月 1 日・8 月 6 日・8 月 22 日の午前中に 2 回ずつします。毎回 1 位 2 位 3 位は出ます

が、3 日間の総合優勝者は誰が獲得するかが楽しみですね 

オセロ大会      8 月 20 日希望者のリーグ戦で戦います。 

楽しいサッカー    8 月 10 日・23 日現役コーチがサッカーの楽しみ方やチームプレーの重要性を含めて指導し

てくれます 

ペーパースプリング  ばねのおもちゃはご存知ですよね。その紙版と思ってください。作って楽しみます 

 

《申し込みが必要な特別企画のご案内》 

別ページの申込み用紙で締め切り日までに申し込んでください。人数が多いときは、抽選で参加者を決定してか

ら申込書兼参加カードをお渡しします。 

 

1、 リアルな昆虫を造ろう！  ８月 7 日 10:00～11:45 終了予定 1・2 年生 8～10 名  

13:20～14:50 終了予定 3 年生以上 ８～10 名 

リアルな昆虫を造ろう！  ８月９日 10:00～11:45 終了予定 1・2 年生 8～10 名  

13:20～14:50 終了予定 3 年生以上 ８～10 名 

好評につき今年も企画しました。昨年参加して造った方は、今年は他の方にお譲り下さい 

材料費 300 円当日お持ち下さい。おつりの無いようにお願いします 

                                                

2、 フィンガーペイント！    8 月 8 日 9:30～10:30 1・2 年生  フィンガーペイント 

オリジナル団扇の出来上がり     10:45～11:45 3 年生以上 フィンガーペイント 

昼の時間に乾かしておいて午後はそれを、持ってきた団扇に 

切り貼りしてオリジナル団扇を作ります 

13:00～13:45 1・2 年生   オリジナル団扇作り 

14:00～14:45 3 年生以上   オリジナル団扇作り 

おうちにある団扇を持ってきて下さい。もし団扇が無くても大丈夫です。アートを何らかの形でお持ち帰り頂きます 

小キッズのテーブルの上で自由にフィンガーペイントアートをします。場所の関係で 1 回の人数を 40 名ぐらい迄で

お願いする事になるかもしれません。 

アートに使う絵具は無害の物を使用しますが、汚れても構わない服装で参加してください。 

 

3、 カプラワークショップ    8 月 21 日 10 時～12 時終了予定  定員 45 名  

       

★★夏休みにはその他に、英語の読み聞かせ、水風船合戦、水鉄砲合戦、ティベースボール、等します。 

組紐やすずらんテープのバッグつくりなども時間を見てする予定です 

 

mailto:higakids1n1k@ed.mobile-cm.com


 

兄弟、姉妹のいる方はコピーしてお使い下さい 

 

１、 フィンガーペイント参加申込書兼参加カード 
締切 7 月 10 日お申込みが多いときは抽選です 

 
参加希望

児童氏名 

 

 

ふりがな 
学年   組 

 

下校時刻 □ 一斉下校          □ お迎え時刻   お迎え 
□有 

□無 

保護者 

氏名 
㊞ 

東山田小放課後キッズクラブ記入欄 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

２か３に〇をして氏名等記入して申し込んでください。作りたい昆虫に印をつけてくださいね！ 

 

２、 リアルな昆虫を造ろう参加申込書 ８月 7 日１・２年生は 10 時開始 

 兼参加カード          3 年生以上 13:20 開始です 

 

３、 リアルな昆虫を造ろう参加申込書 ８月 9 日１・２年生は 10 時開始 

  兼参加カード         3 年生以上 13:20 開始です 

 
締切 7 月 10 日 申込多数の場合抽選です。当日材料費 300

円お持ちください 

 

参加希望

児童氏名 

 

 

 

ふりがな 

学年   組 

 

希望昆虫 □カブトムシ □クワガタ □バッタ □カマキリ □セミ 

下校時刻 □ 一斉下校      □ お迎え時刻 お迎え 
□有 

□無 

保護者 

氏名 
㊞ 

東山田小放課後キッズクラブ記入欄 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４、カプラで遊ぼう（８月２１日１０時開始）参加申込書兼参加カード 

締切 7 月 10 日申込多数の場合抽選です 

 

参加希望

児童氏名 

 

 

 

ふりがな 

学年   組 

 

下校時刻 □ 一斉下校      □ お迎え時刻 お迎え 
□有 

□無 

保護者 

氏名 
㊞ 

東山田小放課後キッズクラブ記入欄 

 

 

 


