
　　　　　　　　　

8:00～8:30 早朝お預り（別途料金要） 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3
8:30～9:00 前延長お預り（別途料金要） 月 火 水 木 金
9:00～9:15 自由時間 プログラム① プログラム① プログラム① プログラム①

9:15～10:00 宿題・自主学習（自宅教材含む）

10:00～10:15 休憩・おやつタイム

10:15～11:00 ファンタイム①

11:00～11:10 トイレ休憩

11:10～11:55 ファンタイム②　

11:55～12:30 昼食タイム

12:30～13:00 自由時間＋連絡帳記入

13:00～14:15 宿題・自主学習（自宅教材含む）・古典音読・脳トレ

14:15～15:00 自由時間＋連絡帳記入 プログラム② プログラム② プログラム② プログラム②
15:00～15:45 玉井式Eeそろばん

15:45～16:00 連絡帳記入＋おやつ準備

16:00～16:15 おやつタイム

16:15～17:00 ファンタイム③

17:00～17:30 宿題・自主学習（自宅教材含む）

17:30～18:00 連絡帳記入＋自由時間

18:00～18:30 読書・速読速聴トレーニング

18:30～19:00 自由時間

19:00～21:00 後延長お預り（別途料金要） プログラム③ プログラム③ プログラム③ プログラム③ プログラム③

4/6 4/7

月 火

プログラム①② プログラム①

プログラム② プログラム②

プログラム③ プログラム③

放課後クラブ北浦和

2020年度　放課後クラブ北浦和校　春休みプログラム

音楽
　おんがく

脳トレクイズラリー

キッキングスナイパー 立体
　りったい

四
　よん

目
もく

ならべ

ミサンガづくり キッズリトミック

一筆
　ひとふで

でつなげ　　※午後3:00～3:45の時間を利用する《準レギュラー会員》は、

　　　玉井式Eeそろばんまたは速読速聴トレーニングをお選びください 放送を聞きながら、正確にメモをとる
練習です。そのあと内容に関する
質問シートを解くので、
よーく聞こう！

聞
　　き

き取
　と

りトレーニング

1度は目にしたことがある
あのキャラクター！
アニメのタイトルを思い出せ！

1-1,2-2,3-3,4-4と1本の線でつなげて、
他の線に交差しないように
気を付けて！
いろんな道がある中から、
1つの道を導きだそう。

黒い面の下に美しい色が
隠れており、ペンなどで
削ることでさまざまな
デザインが描ける
新しいお絵描きです。

水に調味料（酢、塩、砂糖など）を
混ぜたものをなめて
何の調味料かを当てるクイズに
挑戦しよう。

※調味料でアレルギーのある方は
　　スタッフにお申し出ください。

プログラム①②

3/27

金

クイリングアート

＊＊＊ 遠足についての注意事項 ＊＊＊
～ 必ずお読みいただき、お申込みください ～

　　　　　①遠足の日は、［レギュラー会員様限定／先着２０名まで］となります。

まずは、牛乳パックでピンを作ります。
どんどん上に積み重ねて、
ボールをキックし
何本倒れるかを
競うゲームだよ♪

絵
　え

合
　あ

わせゲーム

夢
ゆめ

の街
　まち

を作
　つく

ろう

クイズ王
　おう

決定戦
　けっていせん　　

～記憶力
きおくりょく

～

自分の作ったカード（2枚）をつくり、
そのあとは神経衰弱方式の
ゲームで遊ぶよ。

自分で地図を描いて、様々なパーツ
（公園、病院、学校、デパートなど）を
選んで、夢の街を作ってみよう。

遠足
えんそく

　9:00～15:00

（午前コースはありません）

1問解くごとにキーワードを1つ入手。
仲間と協力してクイズに挑戦しよう！

刺繍糸を使ったミサンガづくり。
紐が自然に切れたら願いごとが
かなうという縁起担ぎの意味があるよ。

紙の上でやる「◯✕ゲーム」にルールは
似ていて、シンプルにして至福の
戦略性ゲーム。

音楽を流しながら、
リズムに合わせて、
からだを
動かそう！

みんなで楽しく合奏をしよう♪

サイエイLab理科実験教室
(さいたま市大宮区)

集合時間：午前9:00
出発時間：午前9:15
※出発時間に遅刻した場合、お預かりがで
きませんのでご注意ください

往復交通費：電車代 160円
※ICカードをご利用の場合は、事前に
発行・チャージをしてください。

参加費：無料

雨天決行

　★下記、遠足についての注意事項を
　　確認した上でお申込みください。

スクラッチアート 味覚
　　みかく

クイズ

　　　　　⑤欠席・遅刻される場合は、事前にご連絡ください。

　　　　　　　※出発時間に遅刻した場合、お預かりができませんのでご注意ください。

　　　　　⑥集合・解散場所は、放課後クラブ北浦和校になります。

　　　　　⑦遠足の日は、昼食のご用意ができません。お弁当・水筒をお持ちください。

　　　　　⑧交通費は封筒に名前と金額を記入してお持ちいただくか、事前に子供用のICカード

　　　　　　　（SuicaまたはPasmo）を発行・チャージしてご準備ください。

　　　　　②遠足に参加される方は、ミディアムまたは1日でお申込ください。

　　　　　③交通費は、お客様負担になりますので、ご了承ください。

　　　　　④集合時間の5分前には、放課後クラブへお越しください。

　　　　　⑩持ち物：□ リュック　□ お弁当　□ 水筒　□ 交通費

　　　　　※遠足に参加されない方は、13:00～のみ、お預かり可能です。

さいたま市浦和区常盤10-19-15
関田ビル2F
TEL:048-711-8797
FAX:048-711-8798
受付時間：月～金 13:00～20:00

　　　　　⑨公共の場でのマナーやルールを守りましょう。集団行動ができない場合、次回の遠足は
　 　　　　　お断りさせていただく可能性がありますので、ご理解の程、お願い致します。

色を塗ったり絵を描いて、オリジナルの
ブーメランを作ろう。

足して10になる数、20になる数など、
タイムを計り、何問解けるか、挑戦！
色々な問題を用意しているから、
算数が苦手な子も安心してね。

プログラム③

暗算
　あんざん

ビンゴ

宝探
たからさが

しクイズ

春
はる

のわくわく運動会
うんどうかい

どんな種目があるかは、当日のお楽しみ。
動きやすい服装で遊びに来てね！

クイズを解きながら、正解すると
お金がもらえるゲームに挑戦！
たくさん正解して、
目指せ大金持ち！

イースターパーティー

クリスマスとともに、キリスト教徒に

とっては最大の祝日。イースターの

お祭りにちなんだゲームを

用意して待ってるよ♪

音楽
おんがく

巨大
きょだい

ボールでパターゴルフ

ペーパークイリングとは、
細長い紙をクルクル丸めてパーツを
作り、そのパーツを組み合わせて
いろんな形を作るペーパークラフト
です。できあがりが楽しみですね！

歌や楽器で春を感じよう。
音楽でどんな春を探せるかな？

放課後クラブのパターゴルフ王は
一体誰かな！？

ブーメラン作
　づく

り



□ 参加申込書と費用をご用意の上、放課後クラブ北浦和校にお持ちください。必ず事前に電話連絡をお願いします。

　お支払の際は、お釣りの出ないようにご協力お願いいたします。両替はご遠慮ください。クレジットカードはご利用いただけません。 9:00～13:00

□ 裏面の春休みプログラムスケジュールにて、プログラム内容をご確認ください。定員になり次第、締切となります。 9:00～15:00

□ 15:00以降、延長される場合はそろばん受講代または速読速聴トレーニング受講代がかかります。 13:00～19:00

□ 昼食付き

□ 事前連絡なしの当日お預り（振替含む）は致しかねます。前日20:00までに必ずご連絡ください。 夕食付き

□ やむをえない事情の場合は、ご相談ください。ただし、定員に達している場合は、対応できません。 早朝　8:00～8:30

□ 早朝・前延長のご依頼は、前日20:00までに、後延長は当日お電話いただければ対応します。 前延長　8:30～9:00

□ 昼食は前日20:00まで、夕食は当日17:00までに予約が必要となります。※当日、昼食を持っていない生徒が増えております。お気をつけください。

□ 利用開始時間の10分以上前にお越しいただく場合は、前延長料金がかかります。お子様の安全を考慮し、お子様一人でロビーで待つことはできません。

□ 利用終了時間を過ぎた場合は、後延長料金がかかります。お子様の安全を考慮し、お子様一人でロビーで待つことはできません。

□ 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

□ 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

お持ちいただく学習教材は、脳トレ、論理パズル、課題図書などでも構いません。ゲーム機やタブレットの持ち込みはご遠慮ください。 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

□ 紛失物・忘れ物が大変増えております。全ての持ち物に名前をご記入ください。 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き

□ 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き

早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30

前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00

春休み合計金額 (税込)：　　　 　　　　　　　円

入会金　　　　  　　　　　 　　　　　　　　 円    

9:00～13:00 9:00～13:00 保険料　　　　　　 　　　　 　　　　　２８０円 

9:00～15:00 9:00～15:00 プログラム参加費　　　 　　   　　　　　　　円　

13:00～19:00 13:00～19:00 そろばん代　　　  　 　　  　　　　　　  　　円

昼食付き 昼食付き 速読速聴トレーニング　　　　　  　   　  　　　円

夕食付き 夕食付き その他　　　　　　　　　    　　　　　　　　円

早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30

前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00

※昼食は前日20:00まで、夕食は当日17:00までに予約が必要となります。

受付日

木 金

月 火

電話番号

4/1

※提出後に曜日等の変更が生じる場合は、再度ご提出ください

月 火

　　　　　　　　　　　　　　　小学校　　　（新）　　　　　　年生

緊急連絡先　　続柄：父 / 母 / （　　　　　　）

生徒名：

ふりがな

                                      ★持ち物★

□筆記用具 　□昼食　□水筒 　□連絡帳     □上履き
□宿題・自宅学習教材
□歯ブラシ（必要に応じて）□コップ

※初めてのお子様の安心カード・連絡帳は、初回にお渡ししま
す。

学校名・（新）学年

※原本は返却、申込書をコピーして教室で保管 　　／　　　　　担当㊞

サイエイグループ所属校舎

あり　（　　　　　　　　　　　　　　　）
なし

注意事項を確認しました。

保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

□【延長料金】

　　　　≪準レギュラー会員≫　　2020年度 春休みプログラム申込書

3/30 3/31

1,500円

□【そろばん】または【速読速聴トレーニング】

そろばん受講代（前ぺん・後へんの教材費・そろばん貸出し含む） 1,500円

650円

5,800円

そろばん教材費（11級以上は、教材費がかかります）

5,800円

（New）速読速聴トレーニング（わくわく文庫）

※15:00～15:45の時間を利用する方は、どちらかをお選びください。

□【保険料】

保険料 280円

午後コース　13:00～19:00

3,600円

参加される日時に○をつけてください。
（早朝・前延長、昼食・夕食をご希望される場合は、必ずチェックしてください）

＊初めて参加される方は、入会申込（レギュラー会員、入会予約、準レギュラー会員いずれか）の
手続きが必要となります。印鑑をお持ちください。

3/27

ミディアムコース　9:00～15:00

午前コース　9:00～13:00

3/26

放課後クラブで用意している算数プリントは小学3年生までが対象です。小学４年生以上は、必ずご家庭より教材をお持ちください。

水

新小学1年生の保護者の皆様へ

終業式

11:00～
お預かり可

4/2 4/3

木 金

4/6 4/7

ご入学おめでとうございます。
放課後クラブでは、4月1日（水）以降のプログラムより
ご参加いただけます。
小学校が始まる前の準備期間として、
ぜひ午前中からご活用ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。

プログラムの内容が変更になる場合がございます。

レギュラー会員が遠足のため、
13:00～のお預かりとなります。

≪準レギュラー会員≫　　　　2020年度 春休みプログラムのお知らせ

ご家庭から教材をお持ちいただく場合は、解答もお持ちください。答えがない場合は、丸つけはできません。

◆申し込み方法・注意事項◆
全ての項目をご確認の上、チェック☑をお願い致します。

□【春休み費用】お預かり・宿題サポート・ファンタイム・おやつ代含む ※すべて10％税込表記

一度お申込みいただくと返金ができません。前日までにご連絡いただければ、他の日に振替できます。

※夕食時間の目安は19:30になります。お迎えが20:00以降になる場合は購入をおすすめします。

600円8:00～8:30早朝料金

400円19:00～21:00　　後延長料金(30分単位)

前延長料金

※早朝・前延長は前日20:00までに、後延長は当日お電話いただければ対応します。

8:30～9:00 400円

各600円　昼食代／夕食代

□【昼食代/夕食代】

9,400円1日コース　9:00～19:00

『わくわく文庫』に収録されている

朗読音声を聞きながら、読書を通じて

「美しい日本語」を知り、豊かな想像

力を身につけます。

映像と説明が流れるICT教材。

i Pad ＋ そろばんで「計算力」

「イメージング力」を身に付けます。
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