
／　春休み子供スペシャル	 2020 7.Mar.2020　　　　　　

バージョン２（時間割が入れ替わっています）

第1期

時 　（月） （火） （水） （木） （金） （土） カリキュラム 持ち物

３/16 ３/17 ３/18 ３/19 ３/２0 ３/２1 EX エクササイズ 運動靴（室内用）・タオル・水筒・着替え

９：００
Co お絵かき お絵かき Co R リズムダンス＆ 運動靴（室内用）・タオル・飲み物

フルーツ 色遊び １ 書き方 デザイン画 2  スウィートポテト リズムダンス リトミック

１０：3０
ロールケーキ P1 K P1 RD Co クッキング エプロン・バンダナ・タッパ・ハンカチ

１０：4０ 英語 de 山の幸染め 英語 de 粘土　パフェ＆
タッパは底の広い物・タッパを入れる紙袋

書き方 リトミック コースター リトミック ハーバリウム ミルフィーユ E 英語 ①＋はさみ・クレパス・色鉛筆

１２：1０ K R ② R H Ne1 K かきかた・硬筆 2〜6 Bの鉛筆３本・下敷き

ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ P１ お絵描き１ 鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット・クレパス・雑巾

① クラフト 鉛筆・消しゴム・下敷き

１；００ Co 陶絵付け 陶絵付け Co ② クラフト ①＋はさみ

 ミニピザ ベンジャロン エクササイズ プレート エクササイズ スフレ ⑥ 絵付け ①＋水彩画用筆・雑巾

２；3０ ⑥ Ex ⑥ Ex チーズケーキ Ne1 粘土１ 粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾

２；４０ Co Co Co クラフト H ハーバリウム はさみ・ティッシュ

エクササイズ  メロンパン チューチュー  チーズグラタン ステッカーボトル

４；1０ Ex クッキー ② 　＊参加費は、1週間前迄にお支払い下さい。

止むを得ないキャンセルは、講習日の５日前までにお

参加費 　B　2,000 　B　2,400 　B　2,150 　B　2,300 　B　2,180 　B　1,800 願い致します。それ以降はキャンセルができません。

＋弁当 　B　2,120 　B　2,520 　B　2,270 　B　2,420 　B　2,300 　B　1,920

バージョン２（時間割が入れ替わっています）

第2期

New A-2 New A-2

時 　（月） （火） （水） （木） （金） （土） カリキュラム 持ち物

３/23 ３/24 ３/25 ３/26 ３/27 ３/28 EX エクササイズ 運動靴（室内用）・タオル・水筒・着替え

９：００
Co お絵かき　 お絵かき　 R リズムダンス＆ 運動靴（室内用）・タオル・飲み物

書き方 肉まん・あんまん 書き方 色遊び ２ リズムダンス リトミック

１０：3０
K ＊ K P1 P1 RD Co クッキング エプロン・バンダナ・タッパ・ハンカチ

１０：4０ Co 粘土　ロールC Co ステッカー お絵かき　
タッパは底の広い物・タッパを入れる紙袋

デコカップケーキ ＆ミルフィーユ みたらし団子 ボトル 英語で遊ぼう E 英語 ①＋はさみ・クレパス・色鉛筆

１２：1０
Ne1　　＊ ②　　　＊ E P1 K かきかた・硬筆 2〜6 Bの鉛筆３本・下敷き

ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ P１ お絵描き１ 鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット・クレパス・雑巾

① クラフト 鉛筆・消しゴム・下敷き

１；００ 粘土 Co Co Co ② クラフト ①＋はさみ

エクササイズ ネームプレート 英語で遊ぼう ライスコロッケ 桜もち  肉まんあんまん ⑤ フェルトクラフト ①＋布が切れるはさみ・UHU（接着剤）・雑巾

２；3０ Ex Ne1 E ＊ Ne1 粘土１ 粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾

２；４０ 粘土　パフェ＆ Co フェルト H ハーバリウム はさみ・ティッシュ

ミルフィーユ スマイルパン エクササイズ コースター エクササイズ

４；1０ Ne1 Ex ⑤　　＊ Ex

参加費は、ランチ込みの価格です。合計10日間お申

参加費 　B　2,250 　B　2,500 　B　2,000 　B　1,960 　B　2,000 　B　1,450 込みで、10％、5日間で5％割引になります。

＋弁当 　B　2,370 　B　2,620 　B　2,120 　B　2,080 　B　2,120 　B　1,570

その場合は事前にお知らせします。

　　＊持ち物のチェックをお願いします。

　　＊持ち物のチェックをお願いします。

場合により、カリキュラムが変更になる場合もあります。

☆　ボイス★キッズスクール	 A　☆
ボイスホビークラブ　☎ 02-119-7250〜1

代理参加は、可能です。よろしくお含みおき下さい。

☆　ボイス★キッズスクール	 A　☆

　　Aグループ：新年中さん〜新2年生

ボイスホビークラブ　☎ 02-119-7250〜1

　　Aグループ：新年中さん〜新2年生



／　春休み子供スペシャル	 2020 7.Mar.2020　　　　　　

バージョン２（時間割が入れ替わっています）

第3期

時 　（月） （火） （水） （木） （金） （土） カリキュラム 持ち物

３/30 ３/31 ４/1 ４/2 ４/3 ４/4 EX エクササイズ 運動靴（室内用）・タオル・水筒・着替え

９：００
Co 粘土 Co クラフト R リズムダンス＆ 運動靴（室内用）・タオル・飲み物

 肉まんあんまん Rケーキ＆ミル ホワイト ペーパーバック 英語で遊ぼう リズムダンス リトミック

１０：3０
Ne2 ボールクッキー ③ E RD Co クッキング エプロン・バンダナ・タッパ・ハンカチ

１０：4０ 英語 de 英語 de 粘土　パフェ＆
タッパは底の広い物・タッパを入れる紙袋

書き方 リトミック 書き方 リトミック 書き方 ミルフィーユ E 英語 ①＋はさみ・クレパス・色鉛筆

１２：1０ K R K R K Ne1 K かきかた・硬筆 2〜6 Bの鉛筆３本・下敷き

ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ P１ お絵描き１ 鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット・クレパス・雑巾

P3 ジグゾー P1 ＋ 油性サインペン

１；００ お絵かき 粘土 クラフト Co Co ① クラフト 鉛筆・消しゴム・下敷き

エクササイズ タイ語の デコフレーム TukTuk貼り絵 スマイルパン お菓子の家 ② クラフト ①＋はさみ

２；3０ Ex お名前うちわ④ Ne2 ボート　④ ④ クラフト ①＋はさみ・折り紙・スティックのり・クレパ・雑巾

２；４０ お絵かき Co Co Ne1 粘土１ 粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾

ジクソーパズル カレーパン＆ エクササイズフルーツタルトエクササイズ Ne2 粘土２ 粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾・

４；1０ P3 あんドーナツ Ex Ex ビーズ・お持ち帰り用の箱

参加費は、ランチ込みの価格です。合計10日間お申

参加費 　B　1,950 　B　2,300 　B　2,200 　B　1,930 　B　2,000 　B　1,800 込みで、10％、5日間で5％割引になります。

＋弁当 　B　2,070 　B　2,420 　B　2,320 　B　2,050 　B　2,120 　B　1,920

その場合は事前にお知らせします。

バージョン２（時間割が入れ替わっています）

第4期

時 　（月） （火） （水） （木） （金） （土） カリキュラム 持ち物

４/6 ４/7 ４/8 ４/9 ４/10 ４/11 EX エクササイズ 運動靴（室内用）・タオル・水筒・着替え

９：００
お絵かき Co クラフト R リズムダンス＆ 運動靴（室内用）・タオル・飲み物

フルーツ ステッカーボトル 英語で遊ぼう リトミック

１０：3０
　P１ タルト ② E

Co クッキング エプロン・バンダナ・タッパ・ハンカチ

１０：4０ 英語 de 英語 de
タッパは底の広い物・タッパを入れる紙袋

お リトミック 書き方 リトミック 書き方 お E 英語 ①＋はさみ・クレパス・色鉛筆

１２：1０
R K R K K かきかた・硬筆 2〜6 Bの鉛筆３本・下敷き

休 ランチ ランチ ランチ ランチ 休 P１ お絵描き１ 鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット・クレパス・雑巾

① クラフト 鉛筆・消しゴム・下敷き

１；００ み 粘土 クラフト み ② クラフト ①　＋はさみ

オーナメント 英語で遊ぼう ネズミの切り絵 エクササイズ ③ クラフト ①＋はさみ・折り紙・UHU（接着剤）・クレパス

２；3０ Ne1 E ボート　③ Ex Ne1 粘土１ 粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾

２；４０ Co Co Co

フルーツ エクササイズ  チューチュー みたらし団子

４；1０ ロールケーキ Ex クッキー

参加費は、ランチ込みの価格です。合計10日間お申

参加費 　B　2,100 　B　2,000 　B　2,080 　B　2,000 込みで、10％、5日間で5％割引になります。

＋弁当 　B　2,220 　B　2,120 　B　2,200 　B　2,120

その場合は事前にお知らせします。

　　＊持ち物のチェックをお願いします。

場合により、カリキュラムが変更になる場合もあります。

☆　ボイス★キッズスクール	 A　☆

場合により、カリキュラムが変更になる場合もあります。

　　Aグループ：新年中さん〜新2年生

ボイスホビークラブ　☎ 02-119-7250〜1

　Aグループ：新年中さん〜新2年生

ボイスホビークラブ　☎ 02-119-7250〜1

　　＊持ち物のチェックをお願いします。

☆　ボイス★キッズスクール	 A　☆
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第5期

時 （木） （金） （土） カリキュラム 持ち物

４/16 ４/17 ４/18 EX エクササイズ 運動靴（室内用）・タオル・水筒・着替え

９：００
山の幸染め R リズムダンス＆ 運動靴（室内用）・タオル・飲み物

コースター 英語で遊ぼう リズムダンス リトミック

１０：3０
② E RD Co クッキング エプロン・バンダナ・タッパ・ハンカチ

１０：4０ 英語 de クラフト 粘土
タッパは底の広い物・タッパを入れる紙袋

リトミック ステッカーボトル ネームプレート E 英語 ①＋はさみ・クレパス・色鉛筆

１２：1０
R ② Ne1 K かきかた・硬筆 2〜6 Bの鉛筆３本・下敷き

ランチ ランチ ランチ P１ お絵描き１ 鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット・クレパス・雑巾

① クラフト 鉛筆・消しゴム・下敷き

１；００ お絵かき Co ② クラフト ①　＋はさみ

タイ語の エクササイズ 桜もち ④ クラフト ①＋はさみ・折り紙・スティックのり・クレパ・雑巾

２；3０ お名前うちわ④ Ex Ne1 粘土１ 粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾

２；４０
Co Co

 肉まんあんまん デコカップケーキ 　＊参加費は、1週間前迄にお支払い下さい。

４；1０ 止むを得ないキャンセルは、講習日の５日前までにお

願い致します。それ以降はキャンセルができません。

参加費 　B　2,200 　B　2,080 　B　16,00

＋弁当 　B　2,320 　B　2,200 　B　1,720

第6期

時 　（月） （火） （水） （木） （金） （土） カリキュラム 持ち物

４/20 ４/21 ４/22 ４/23 ４/24 ４/25 EX エクササイズ 運動靴（室内用）・タオル・水筒・着替え

９：００
お絵かき Co お絵かき Co お絵かき R リズムダンス＆ 運動靴（室内用）・タオル・飲み物

ハーバリウム 色遊び 3 ホワイト ペーパーバック フルーツ 春休みの リトミック

１０：3０
H 　P１ ボールクッキー 　P１ ロールケーキ 想い出 P1 Co クッキング エプロン・バンダナ・タッパ・ハンカチ

１０：4０ 英語 de 英語 de 粘土
タッパは底の広い物・タッパを入れる紙袋

書き方 リトミック 書き方 リトミック 書き方 ネームプレート K かきかた・硬筆 2〜6 Bの鉛筆３本・下敷き

１２：1０ K R K R K Ne1 P１ お絵描き１ 鉛筆・消しゴム・水彩絵の具セット・クレパス・雑巾

ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ① クラフト 鉛筆・消しゴム・下敷き

② クラフト ①　＋はさみ

１；００ 陶絵付け 山の幸染め Co ⑥ 絵付け ①　＋水彩画用筆・雑巾

エクササイズ マグカップ エクササイズ コースター エクササイズ デコカップケーキ Ne1 粘土１ 粘土板・粘土ベラ・手芸用ボンド・雑巾

２；3０ Ex ⑥ Ex ② Ex H ハーバリウム はさみ・ティッシュ

２；４０
Co Co 粘土　パフェ＆ Co 粘土

ミニピザ メロンパン ミルフィーユ チーズポテト デコフレーム

４；1０ Ne1 グラタン Ne2

参加費は、ランチ込みの価格です。合計10日間お申

参加費 　B　2,100 　B　2,300 　B　2,250 　B　2,180 　B　2,200 　B　1,600 込みで、10％、5日間で5％割引になります。

＋弁当 　B　2,220 　B　2,420 　B　2,370 　B　2,300 　B　2,320 　B　1,720

その場合は事前にお知らせします。

　Aグループ：新年中さん〜新2年生

　　＊持ち物のチェックをお願いします。

場合により、カリキュラムが変更になる場合もあります。

代理参加は、可能です。よろしくお含みおき下さい。

☆　ボイス★キッズスクール	 A　☆
ボイスホビークラブ　☎ 02-119-7250〜1

ボイスホビークラブ　☎ 02-119-7250〜1

☆　ボイス★キッズスクール	 A　☆

　　Aグループ：新年中さん〜新2年生

　　＊持ち物のチェックをお願いします。


