
令和４年５月２０日 

弦打小学校保護者の皆様へ 

弦打校区放課後子ども教室 

運営委員会委員長 大西 輝清 

 

 

令和４年度「放課後つるピー教室（弦打校区放課後子ども教室）」 

開校のご案内 

 

 初夏の候 保護者の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。平素は放課後つるピー教室の

活動にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。 

今年度、コロナウイルス感染症の影響で 5 月から教室の開校を見合わせておりましたが、6 月より開

校する運びとなりました。（ただし、コロナウイルス感染症の状況次第で変更の可能性あり） 

開校するにあたり、体温測定、消毒、三密を避けたソーシャルディスタンスを徹底してまいります。

参加する子どもたちも、教室内でいくつかのルールを決めさせていただきます。参加を希望される皆さ

んは、ルールを守り、楽しく活動ができるように協力をお願いしたいと思います。 

スタッフは地域の教育活動推進員、教育活動サポーターの方々で、昨年度と同様、元気な子どもたち

と大人との笑顔があふれる楽しい教室づくりを目指します。ぜひ、要項をご覧になり、期限内にお申し

込みをお願いいたします。 

子どもたちと一緒に活動できるのをスタッフ一同、心待ちにしています。 

 

 

【安全に参加するためのルール】 

  

 ①教室に来たら、まず手洗いと消毒を徹底します。 

 

 ②体温測定をします。 

（３７．２℃以上の児童は参加できません） 

 

 ③活動中はマスク着用で。体育館での活動時はマスクを外す場合もあります。 

  （スタッフもマスクを着用させていただきます） 

 

 ④お互いに距離をとり、座席の間隔を１メートル以上確保します。 

 

 ⑤窓は 1時間ごとに開け換気します。暑い、寒い等なければ常に開けたままにします。 

 

 ⑥基本的には備品（おもちゃ等）の共用はしません。使用後に、備品の消毒をします。 

 

 

以上のルールを守って、楽しく活動していきます♬ ご理解、ご協力をお願いします。 

 

  

 



 

 

≪募 集 要 項≫ 

 

１、実施期間  令和４年６月～令和５年３月まで 

 

２、開催内容 

 

 ①土曜つるピー教室 

開催日 活動内容（予定） 

概ね隔月 1回 

土曜日もしくは日曜日 

９:00～12:00 

（時間は多少前後します） 

＊コロナウイルス感染症の影響で、

中止、縮小する可能性あり。 

三密を避けるため、 

主に屋外（もしくは体育館）での活動 

お楽しみ会、スポーツ、音楽会、ウォークラリーなど 

（予定の一例） 

7 月 2 日（土）田んぼのあぜ道ウォーキング 

8 月未定 バスツアー 

10 月未定 体育祭 

12 月 3日（土）じゃがいも収穫祭 

12 月 10日（土）キラキラ隊点灯イベント 

２月 5日（日）さわやか音楽会    などなど。 

   

 

②木曜つるピー教室 

開催日 活動内容（予定） 講師・スタッフ 会場 

木曜日 

（長期休業時除く） 

14：30～16：30 

（下校時～2 時間程

度） 

体験学習、自習、遊び 

学校の宿題など 

（ただし、宿題のチェックは

各家庭でお願いします） 

教育活動推進員 

教育活動サポーター 

（元小学校教諭等） 

数名 

・弦打コミュニティセ

ンター（１階 和室、

2 階 小会議室） 

・小学校体育館など 

【木曜つるピー講座】 

・鍵盤ハーモニカ教室 

・硬筆教室（不定期） 

・昔遊び（おりがみ教室）なども教室の時間内に行います。（料金はかかりません） 

 

☆木曜日の教室は基本的に毎週行う予定ですが、学校行事の関係でお休みの場合もあります。 

 学校が警報などで休校になった場合は、教室もお休みになります。 

 コロナウイルス感染症の影響で、お休みになる場合もあります。 

     詳細は、毎月のお便りでご案内します。 

 

 

 

まってるピ♪ 



 

３，募集人数 

   

  ①土曜つるピー 定員 なし。 どなたでも参加できます。 

          参加したい月の行事のみ参加でも可能！ 

          ＊ただし、それぞれの行事に応じて、人数を制限します。 

 

  ②木曜つるピー 定員  25 名。定員を超えた時点で募集終了 

          ＊全学年参加可能ですが、定員を大幅に超えた場合は、低学年を優先します。 

 

 

【木曜つるピー教室 活動のイメージ】 

 

 

  

   

 

そのままコミセンへ 

 

【土曜つるピー教室 活動イメージ】 

 

 

 

 

 

送り or 

自分でコミセンへ 

 

 

３、費用・申し込み方法 

  ①参加費用：  無料 

＊ただし、活動内容により別途材料費（100 円程度）が発生する場合があります。 

  ②申し込み方法： ５月 2３日（月）より受付を開始します。申込書に必要事項を記入し、弦打コミ

ュニティセンター窓口まで（平日１０：００～１７：００） 

＊受付時間に来られない場合は FAX でも可能ですが、必ず送信後にお電話をいた

だき、受付ができているかをご確認ください。 

締め切りは ５月３１日（火）です。 

４、その他 

   活動に参加する際は、子どもだけの参加で大丈夫ですが、欠席の場合は必ず保護者の方による連

絡をお願いします。 

   開催場所が、公共の場であり、ルールを守ることができない場合は、参加をお断りすることもあ

ります。ご理解ください。 

 

（コミセン 和室） 

コミセン 小会議室 学校

終了 

《学習の時間》 

受付 

小学校 体育館 

コミセン等 

好きな遊びを楽しく♬ 

《遊びの時間》 

活動

終了 
片付け 

コミセン

集合 
受付 

小学校体育館 

コミセン 

近隣施設などへお出かけ 
片付け 

活動

終了 

《遊び、体験活動時の時間》 

普段できない、わくわくする楽しいプログラムばかりです♬ 

コミセン 

お迎え or

自分で帰宅 

お迎え or

自分で帰宅 



 

６月の予定 

 
☆木曜つるピー教室（６月２日よりスタート） 

開催日 時間 内容 持ち物 

原則毎週木曜日 

下校後～1６時 45

分まで 

下校後（14 時半

ごろ開始）～ 

（2 時間程度） 

１６時45分まで 

読書、自習、学校の宿題、遊びなど 

講師：教育活動推進員 

教育推進サポーター 数名 
筆記用具 

宿題等 

水筒 

 

持ち物には名前を書

いてください。 

６月  ２日（木） 活動時間はおおむね 14 時半前後～

16 時半です。（２時間程度） 

１４時前には受付できませんので、

開始までお待ちいただきますことを 

ご了承ください。 

６月  ９日（木） 

６月 １６日（木）＊ 

６月 ２３日（木） ＊16 日：鍵盤ハーモニカ教室 

（鍵盤ハーモニカを持ってきてく

ださい） 
６月 ３０日（木） 

＊欠席の場合は必ず連絡をお願いいたします。 

 

☆土曜つるピー教室（７月２日よりスタート） 

開催日 活動内容（予定） 持ち物 

７月２日（土） 

９00～1２:00 

 

（集合場所、受付） 

コミュニティセンター 

田んぼのあぜ道ウォーキング 

田植えが終わった田んぼのあぜ道を歩き

ながら、色んな発見をしよう。 

落ちないようにまっすぐ歩いてね。 

どんな発見ができるかな？ 

・水筒 

・タオル 

・汚れてもいい服、靴 

＊保護者の方も一緒にご参加

いただけます。 

(申込書に記入してください) 

☆保護者の方の参加（兄弟姉妹も）も大丈夫です。 

 

               

 

--------------------------------------   きりとりせん  -------------------------------------------- 

 ＊入会申込後に提出してください。 

 

令和４年７月 土曜つるピー教室 申込書 

 

 

☆保護者の方も参加できます。その他連絡事項欄にご記入ください。 

教室 参加（どちらかに〇） その他（兄弟の参加、連絡事項などあれば） 

土曜つるピー（７月２日） 子どものみ ・ 親子参加  

 

  年  組   氏名              

締切 ６月３０日（木）厳守 

☆コミュニティセンターに提出☆ 

（小学校には提出しないでください） 



 

 

 

放課後つるピー教室の「LINE＠」登録をお願いします。 

 

教室のお知らせ等は、LINE@にてお知らせ予定です。 

＊アドレス詳細は、入会決定時にお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ ： 弦打コミュニティセンター  ☎ ８８２－０２８５ 

                  携帯０８０－９８３６－２７２１ 

                 （平日 月～金 １０：００～１７：００） 

締め切り ５月３１日（火） 

 

--------------------------  切 り と り ----------------------------  

令和４年度つるピー教室  申込書          ＊該当教室に✔をお願いします。 

□土曜つるピー教室  □木曜つるピー教室      ＊両方参加も大歓迎です。 

ふりがな 

氏  名 
男・女 

生年月日     年   月  日 

           （    歳） 

クラス      年     組 連絡先（緊急連絡先） 

住所 保護者名 

その他（アレルギー等配慮することがあれば） 

 

締め切り  ５月３１日（金）  弦打コミュニティセンターまで 

 
 

令和 4 年度放課後つるピー教室 入会申込書 

お子様が安全に楽しく活動でき

るよう、保護者の皆様のご協力

をよろしくお願いします♪ 

土曜つるピー、木曜つるピー教室に参加希望の方は、お手数ですが 

弦打コミュニティセンター窓口へご提出をお願いいたします。 

（受付時間：平日１０時～17 時まで。夜間、土日は受付できません） 

 

☆小学校には提出しないでください！ 


