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あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
Fun Fun では冬休み休暇の間クリスマスパーティ、クッキング、クラフトなど様々なイベントで盛り上がり、子供達の笑
顔でいっぱいでした。さて、ウィンターフェスティバルまで１ヶ月、素敵な舞台になるようコロナ、インフルエンザ対策
を万全にみんなで頑張っていきましょう！  

Fun Fun 以外の会場で受験、合格された方、 
ウィンターフェスティバルでの表彰の対象になります。 
（前年のウィンターフェスティバル以降に合格された方。） 
また、割引も適用になりますのでお申し出ください。 
申し出がない方は適用となりません。 
　　　　　　どうぞよろしくお願いいたします。
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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→

お知らせ

＊４月４日（土）新入生歓迎会
　現サタデースクールの子供達は午前中より飾り付け、
昼食作りなどパーティーの準備をし、午後からは新入生
のみなさんを迎え、ビュッフェスタイルのランチパー
ティーにゲーム大会などを予定しています。
（コロナ感染防止のため、場合によっては変更になるこ
ともございます。）

＊新スタッフ
３月中旬から新しいスタッフが増えます。
小学４年生の娘さんがいて、音楽が得意なニューヨーク
にも住んでいた経験もある先生です。お楽しみに！

＊３月２５日（水）
　　　春休みスケジュールスタート
　春休みスケジュールは予定通り3/25（水）からの
スタートになります。また春休みのイベントについ
ては別途お知らせいたします。

　　　　　　～１０：００　フリータイム
１０：００～１０：３０　宿題タイム
１０：３０～１１：００　フリータイム

１１：００～１２：００　ムービー OR  アクティビティー 

１２：００～１３：３０　ランチ準備&ランチタイム
１４：３０～１５：１５　フリータイム　
（１４：００～１５：００　お迎え）
１５：１５～１５：２５　スナック

１５：３０～１５：４０　Welcome レッスン＆アナウンス
１５：４５～１６：２５　レッスン
１６：２５～１６：３５　きゅうけい
１６：３５～１７：１５　レッスン
１７：１５～１７：２５　きゅうけい
１７：２５～１７：４５　オールイングリッシュタイム
１７：４５～１８：００　そうじ＆アニマルケア
１８：００～　　　　　　フリータイム

＊３月２日（月）～　特別スケジュール
　Comiruでお知らせさせていただきましたが、再度お伝えいたします。（多少時間に変動がございます。）

＜ムービー＆アクティビテーについて＞ 
人気映画を見たり、ゲームを毎日変えて、子供達に楽し
んでもらえるように工夫いたします。具体的に、工作、
簡単なクッキング、ゲーム大会などです。 

＜レッスンについて＞ 
グループ人数を通常時の半分程度に減らし、４つのグ
ループに分け少人数レッスンを行います。 
（結果としていつもより濃い内容のレッスンになってい
ます）実際に、月曜火曜日は1クラス4～７人の少人数
クラスで、子供達が発言する機会が多く、みんな積極的
な姿勢で、とても内容の詰まったレッスンになりまし
た。

これから少しの間は、手洗いうがい手指消毒を徹底し、
子供達に毎日楽しんでもらえるよう、フリータイムでも
いつもと違った遊びを取り入れたり、同じ遊びでもより
広い場所で遊べるように、心掛けいたします。

突然学校が休校になり、戸惑っている子供もいたしします。そんな中でも楽しめるよう、Funに溢れ
たことをたくさん盛り込んでいきたいと思います♩
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お知らせ

ウィンターフェスティバルについて

2月14日（日）に行われるウィンターフェスティバルの 
仮プログラムは別紙の通りとなっております。 
新型コロナウィルス感染防止のため今回は各クラス分かれての
上演となります。お子様のクラスの集合時間をお間違えないよ
う宜しくお願いいたします。特にご兄弟がいらっしゃる保護者
様、ご不便をおかけいたしますがご理解の程どうぞ宜しくお願
い申し上げます。 
また、子供達は集合後すぐリハーサルとなります。 
曜日の異なる子供たちが初めて全員集合して練習できるわずか
な時間です。集合時間厳守で宜しくお願いいたします。 
保護者の皆様には広めの家族控え室（飲食可能）をご用意して
おりますので開場時間になるまでどうぞご利用下さい。

2020年第２回３回英検合格された方へ

インターンのTaoさんです。
ベトナムからの留学生TaoさんがインターンとしてFun Fun  
に１週間来てくれました。TaoさんはFun Fun だけでなく 
積極的に色々な場所で子供達に教える勉強をされています。 
ベトナムのこと、どうして英語や他の言語を勉強しているのか 
Fun Fun のみんなに話してくれました（もちろん英語です）。
子供たちからもたくさんの質問が出ましたよ。 
また、一緒にイベントに参加したり、遊んだり・・・ 
１週間あっという間でしたね。子供たちもTaoさんに一生懸命
日本語を教えていました。 
色々な国の方と直接接する事はとても大切な経験ですね！

ΕΩ娞嬹毇䔴ͼ͚ΔͯѺ

インスタグラム始めました！

Fun Fun Kids After School Instagram  
を始めました。どうぞご覧ください! 
 https://instagram.com/
funfunkidsafterschool?r=nametag 

https://instagram.com/funfunkidsafterschool?r=nametag
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?r=nametag
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?r=nametag
https://instagram.com/funfunkidsafterschool?r=nametag


Fun Fun Winter Festival 2021　プログラム

9:30 メイプルホール集合（子供達）
10:20 開場
10:30 開演 オープニング

①自己紹介
② 劇「Gingerbread Man )
③ 思い出写真上映
④ ピアノ発表
⑤ 表彰式
⑥ キンダー卒業生紹介
⑦ フィナーレ & 記念撮影

11:30 解散予定

12:30 メイプルホール集合（子供達）
13:20 開場
13:30 開演 オープニング

① 劇『 Momotaro ~ 桃太郎~ 』
② ピアノ発表
③ スピーチコンテスト
④ 思い出写真上映
⑤ 表彰式
⑥ 劇『Puss in Boots ~ 長靴を履いた猫~ 』＆フィナーレ
⑦ 記念撮影 

14:30 解散予定

14:45 火曜ダンス・土曜ダンス発表　（※ダンスメンバーは14：30 集合　※時間厳守　）　　

15:00 メイプルホール集合 (子供達）
15:50 開場
16:00 開演 オープニング

① ピアノ発表
② Cクラス 劇『 Cinderella ~シンデレラ~ 』
③ D クラス　早口言葉＆ディベート 
 ④ スピーチコンテスト 
s⑤ 思い出写真上映
⑥ サタデークラス　劇『 Peter Pan ~ピーターパン~ 』
⑦ アカデミッククラス プレゼンテーション ( 映像 )
⑧ 表彰式
⑨ 卒業生スピーチ 
卒 業生⑩ フィナーレ & 記念撮影

17:30 解散予定
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キンダー＆ビギナー（平日、サタデー）
※子供達はリハーサルを行います。 
保護者の皆様は開場時刻まで待合室等で 
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コロナがまだまだ拡大するなか、対策を取りながらも試行錯誤しながら毎回稽古を進めています。 
2月には昇級審査会もありますので、審査項目を入れながら進めています。 

毎回、子供達には言っていますが、審査に受かりたいと思うなら練習するしかありません。 
稽古中も話しを聞かない、家でも練習しないでは、まず受かりません。 
１点も多く取れるよう努力しましょう！ 
試験に落ちることも試合で負けることもマイナスなことは何もありません。 
まずチャレンジしたことが素晴らしい。 
大事なことは、結果の後にその後どういう行動をするかです。 
小学生ではなかな難しい点も多いと思いますが、考えることはとても重要です。 
ご家庭でもこういった事を１つの機会として親子で取り組んでみていただければ幸いです。 

【お詫び】 
今年のウインターフェスティバルはコロナ感染拡大を考慮し、空手の演武を中止させていただくことに決定し
ました。 
毎年、大きな舞台で親御様に披露できるこの機会を楽しみにして下さっている方も多いと思います。 
誠に残念ですが、その分、来年は気合の入った演武が披露できるように頑張ってもらえたらと思います。 

ピアノ(月)

ダンス（火）

空手（水）

習い事　

いよいよウィンターフェスティバルが近づいてきました！まだ暗譜まで進んでいない生徒
さんも、あとひと頑張り！目標に向かって集中して練習しましょうね！この間ふと見つけ
たのですが、ピアノを学ぶことは語学学習にとても有利だそうです！音感はリスニングに
繋がりますし、リズム感、記憶力などなど。．確かに色々関係性はありそうですね。 
興味深いです。

みなさま、あけましておめでとうございます！ 
今年もどうぞよろしくお願い致しますっ( ^ω^ )♪ 
2020年は本当に大変な一年でしたね。 
かなり慣れっこになってしまったコロナも、まだまだ気が抜けない一年になり 
そうですね。 

さて、火曜ダンスは来月のウィンターフェスティバルに向けての練習がスタート 
しています！ 
昨年とはまた違うテイストで、コロナを吹っ飛ばすぐらい踊り狂いたいなと思っ
ています٩( ᐛ )و 
出れなくなった仲間の分も一致団結していい作品にしたいです！ 
頑張るぞーっ‼



書道（木・金） 

ダンス（土）

どーも！ 
サタデーダンスクラスです！！！ 
気づけばもう2021年！！！ 
丑年なだけに、モ～2021年！ 
こんにちは2021年！！！ 

2021年も元気な子どもたちと、ノリにノって踊っていきますので、
みなさま今年も宜しくお願いしま～～す！！！

ウィンターフェスティバルが近づいてきました。 
今年はバレンタインデー2月14日の開催となります！ 

毎年、書道会員の作品を会場の入り口に展示いたします。開場までのお時間でぜひご覧ください。 
皆コツコツ頑張っていますので、他のお子様と比べず、一人一人の成長を感じていただけたらと思っており
ます。

昇級おめでとう！2.3月号　不二誌
昇級審査結果

◉毛筆
相原　麗香　9級
北川　新　　9級
若林　奏太　9級
足立　知奈美　8級
岸上　絢香　4級
廣澤　杏　　4級
玉置　桂理奈　4級
藤谷　花　　6級

◉硬筆
相原　麗香　7級
北川　新　　7級
若林　奏太　7級
足立　知奈美　7級
長谷川　航　　3級
岸上　絢香　3級
廣澤　杏　　2級
内木場　はな　2級
乾　玲奈　　　2級
玉置　桂理奈　3級
藤谷　花　　6級


