
　　　　第55号 
発行日：2020年7月7日

QRコードからファンファンのFacebookがご覧頂けます。日頃のレッスン内容、レッスンの様子を→ 
撮った写真をご覧頂けます。（Facebookのアカウントがない方でもご自由にご覧頂けます。）

Facebook
←LME教材をご覧頂けます。 
　日々のレッスンで使用しているものもあるので、ご自宅で復習/勉強できるようになっています。LME

キンダークラスの様子もこちらからご覧頂けます→

おしらせ

小学校も通常通りの授業が行われ、Fun Fun も毎日たくさんの子供たちの元気な声で溢れています。 
しかし油断は禁物！　うがい手洗い、消毒, 換気、空気清浄を引き続き徹底し、子供たちが毎日安心、安全で楽しく 
過ごせるようスタッフ一同気を引き締めてまいります。 
お子様のマスクの持参、着用、水筒の持参も引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

日本生まれのフィリピン育ちです。日本語と英語の環境で育った、
バイリンガルです。フィリピンの大学では経理を勉強。 
卒業後日本に帰国し、３年間名古屋にあるインターナショナルプリ
スクール兼英会話教室で勤め、英語講師と事務を担当しておりまし
た。子供たちと一緒にいるのが楽しいので、ファンファンの皆さん
と今までの経験活かし、一緒にいろんな事を学べたら良いなと思い
ます。私が皆さんに伝えたい事は間違える事は悪い事ではなく、 
新しい知識を得られる良いキッカケだということ！ 
自分らしく自信持って、たくさん話しましょう！ 
宜しくお願い致します！

MAYUMI
New Teacher

夏休みのスケジュールの詳細は別紙をご覧ください。 
また新型コロナウィルスの影響により、例年夏休み又は夏休み明け
に行われる下記のイベントやレッスンを変更、または中止とさせて
いただきます。 
中止イベント・レッスン 
　・サマーキャンプ 
　・夏祭り（山手公園まつり、箕面まつり） 
　・夏休み特別英検対策講座 
　　　　　（※土曜日の英検講座は通常通りです。） 
変更 
　. ９月末テスト（学年末の３月に実施予定です。）

毎年１０月にFun Fun が準会場として実施しておりました英検 
ですが、新型コロナウィルスの影響で今年の実施が現時点で未定
となっております。 
今後の状況、協会からの指導のもと決定次第ご連絡致します。 
またFun Fun で実施された場合、Fun Fun 会員様以外の受験者
の受付はいたしませんのでご了承ください。 
Fun Fun または別会場で受験を希望されているお子様はご家庭で
も自主学習されますようお願いいたします。 
（今年は夏休みの英検対策レッスンがありません。）

みんなエコバッグ使ってる？ 
このバッグ覚えてるかな？ 
今年２月のウィンターフェスティバル 
の参加賞だったエコバッグです！ 
７月からレジ袋無料配布がなくなりましたね！ 
もう使ってくれてる子もいると思いますが、使っていない子
は、早速使って欲しいです！ 
コンビニにお菓子を買いに行く時、ポケットに入れて行ってね
^ ^ 
ウィンターフェスティバルでもSDGsについて発表したよね！ 
日本は、世界第2位のプラスチックゴミ排出国です。 
まずは、自分から、そしてFun Fun Kids から意識を変えて行き
ましょう！

当日の送迎変更のご連絡について

10月の英検

ご自宅への送り、もしくは保護者の方のお迎え、時間等のご変更が 
当日の１７時１５分以降のご連絡となる場合、コミルではなく 
直接Fun Fun にお電話頂きますようよろしくお願い申し上げます。　　
Tel:  080-4709-4311 
17時１５分のレッスン終了以降はオールイングリッシュタイム、 
掃除、習い事の準備、子供達の送り出し等でスタッフがコミルを確認
することができません。必ずお電話ください。 
また、保護者様からスタッフへの口頭でのお迎え時間の変更やコース
変更などの伝達はご遠慮ください。 
上記の当日17時15分以降の連絡以外は必ず記録が残るよう必ず 
コミルで連絡をお願いいたします。 
 

自分にできることから夏休み中のレッスンスケジュールについて

Hello!



6月の様子
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６月からようやく書道も再開になり、Fun Fun にも活気が戻ってきました。 
みんなの元気そうな姿を見れてとても嬉しいです。 
1年生は、しばらく硬筆練習となります。 
最初は、基本を身につける為、なぞりの作業が多く、めんどくさいと思うかもしれないですが、
なぞりを丁寧にできる子は、上手になるのもとても早いですし、 
丁寧に書く事が苦でなくなります。 
めんどくさいですが、何事も基本は大事です。 新1年生頑張りましょう。 
８.９月あたりから、筆が使えそうな子は、徐々に毛筆を指導していきます。書道セットの 
ご準備をよろしくお願いします。（インターネットで購入できるお安いもので構いません。） 
２年生以上の子は、ようやく昇級審査が再開されますので、それを励みに取り組んで 
欲しいなと思っています。

ピアノ（月)

ダンス（火)

6月の習い事

ダンス（土):

空手 (水)

書道 (木)(金):

みなさまお久しぶりです！ 
ようやく自粛自粛の日々から日常を取り戻しつつありますね！ 
火曜ダンスも今月から再開！待ちに待っていました( ́∀｀) 
レッスンでは、できる限りマスク着用、適度に休憩を挟みながら 
無理なく進めています。 
行事では、毎年恒例の箕面祭も中止ということで、みんなの成長を発揮できる場が 
１つ減ったと思うと残念です。 
今はただただ日々のレッスンを大切に、みんなと時間をシェアできたらと思っています！

今月からレッスンが再開し、上級生、新一年生の生徒さん達にも会えてとてもうれしく思います。 
上級生はお休みの間に、少し忘れてしまったことを思い出しながらのレッスンです。 
新一年生はとてもいきいきと楽しくレッスンを受けてくれています。あっという間に両手で弾ける 
ようになりました。みんなが通る最初の一歩、シンプルなようでとても大切です。

6月からようやく再開しました！ 
とは言っても通常通りの稽古はまだできないので、基本や昇級審査向けの型稽古などを 
メインを行っています。 
息を上げないような練習メニューとはいえ、この時期のマスクは暑いですね＞＜ 
冷房と換気を行いながら、手洗いうがいをしっかりやって対策しつつ進めて行きます。 
試合も再開の目処はまだ無く、今は地道にやれることをしっかりやるだけ！ 
逆に今やれる子とやれない子（やらない子）では、完全に通常通りになった時に大きな差が出ます。 
練習を見ていても家で練習して来た子とそうでない子は一目瞭然です。 
今からでも遅くはありません。 気づいたその時がやる時です！＾＾ 
まだまだ気を緩められない状況は続いておりますが、子供達が少しでも楽しく稽古に 
取り組めるように工夫してやっていきたいと思います。 
井上道場では、西南小学校や箕面６中の体育館でも稽古を行っております。 
振替などで他の場所での稽古に参加されたい方はお気軽に師範にご相談下さい。

どーも！！！ 
サタデーダンスクラスです！！！ 
コロナなんてなんのその！！！ 
子どもの力は無限大パワーで、サタデークラス再開しました！！！ 
踊って笑って汗かいて、元気いっぱいサタデークラス！！！ 
これはコロナも逃げ出しますね！！！ 
ダンス最高いぇ～～い♪



夏期スケジュール
時間 右記以外の日 ８/7.17.18.19.20.21

  9:00~10:00 宿題＆フリータイム

10:15~10:30 ウェルカムレッスン

10:30~12:00 日替わりイベント

12:15~ ランチタイム

13:30~13:45 ミニレッスン

13:45~14:00 フリータイム

14:00~14:15 ミニレッスン

14:15~16:00 宿題＆フリータイム＆スナックタイム

14:30~ 午後お預かりお迎えまたは自力登校

16:00~16:15 ウェルカムレッスン

16:15~16:35 レッスン１限

16:35~16:55 レッスン２限

16:55~17:15 レッスン３限

17:15~17:25 小休憩

17:25~17:45 オールイングリッシュタイム

17:45~ 清掃&アニマルケア

清掃後 ～ 18:30 フリータイム & 帰宅

18:30~ 延長お預かり

１日スケジュール

ミニレッスンは英語でのゲーム、 
映像鑑賞、リスニング、単語ドリル 
などを行います。

通常レッスン。 
バナナ英語（文法） 
スコラスティクス（一般教養） 
リーディング＆ライティング

ゲーム大会、クラフト、クッキング 
などなど楽しい日替わりイベント！ 
詳しくは下記のイベントスケジュール参照。

お預りのみ 
レッスンはありません。

お預りのみ 
レッスンはありません。

Fun Fun お預かり中、小学校のZoom 授業が 
ある方は別室で受けていただく事ができます。 
スマートフォン、タブレットなどのディバイスは
各自お持頂き、使用時以外はカバンに入れて管理
して頂きますようよろしくお願いいたします。） 
　

MON TUE WED THU FRI SAT

8/7 8/8

パフェ作り パフェ作り
可愛く？それともゴージャ
スに？トッピングを工夫し
てオリジナルパフェを作ろ
う！
　※ 材料費 300 円

可愛く？それともゴージャ
スに？トッピングを工夫し
てオリジナルパフェを作ろ
う
　　　 
　　　※ 材料費  300円 

8/10 8/11 8/12 8/13 8/15 8/15

8/17 8/18 8/19 8/20 8/21イベント終了１３：３０ 8/22

ゲーム大会 Water Games 石けん作り Cup Games そうめん流し＆スイカ割り

知力、体力、チーム力を
必要とした本気のレース
からお笑いレースまで！ 
さて勝敗は？ 
   ※ 参加費２００円

水を使ったゲーム。 
思考力、忍耐力、チーム力
が勝敗の決めて！？　　 
　 
   ※ 参加費２００円

好きな香りは？　好きな色
は？ 
自分のオリジナルソープを作
ろう！ 
　　　※ 材料費 300円

コップを使った面白ゲー
ム。 
集中力が勝負の決め手！ 

　  ※ 参加費２００円

毎年大人気の流しそうめん！ 
スイカ割りもしますよ。 
みんなたくさん食べてね。 
　※材料費３００円 
（ランチ代は別途600円）

Summer Event  2020

お盆休み

茶：アウトドアイベント　　ピンク：デザート作り 
青：公園/室内ゲーム、レース大会 
オレンジ：アート＆クラフト　 

お盆休み

●  日替わりイベントの時間帯は10：30～1２：00です。(  その日お預かりしているお子様は全員参加です）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                       
※ イベントは天候により変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 
●　　　マークのあるイベント はエプロン、三角巾、マスクを必ず持参ください。( お持ちでない方、忘れたお子様は 各 100円にてレンタル    
いたします。）　　　                                                    ※　アレルギー等で材料などお聞きになりたい方はメールください 
●　　　マークのイベントは濡れたり汚れたりします。着替え１式お持ち下さい

イベントスケジュール


