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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♩

お知らせ
挨拶（あいさつ）をしましょう！

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 

４月になり新しいお友達が入ってきてくれていま
す。新しい環境でドキドキするけれど、早く仲間
に入っていっしょに楽しみたい・・そんな時には
まず挨拶☆Hello！May I join? はじめはちょっ
と勇気がいるけど、挨拶って気持ちのいいもので
す。みんなで声を掛け合っていきましょうね！

サマーキャンプ開催が決定！！

最高の思い出！！！
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場所：ユニトピアささやま 
日程：7月31日（土）～8月1日（日） 
甲子園球場７個分の広大な敷地の中にある多目的宿泊
施設です。湖のそばにあり自然もいっぱい☆そうめん
流し、魚のつかみ取り等楽しい企画を予定しています          
詳しくは追ってご案内します。

スクールガイドの主な変更点

サタデースクールの午後が変わりました

　サタデークラス のPMでは、プライベートレッ
スンを実施しています。この機会にこれまで少し
不安のあった分野や、バナナ英語、スコラス
ティックス、リーディング＆ライティング、英検
対策など、気になるところを集中学習してみませ
んか。※空きに限りがありますので詳細はお問い合わせく
ださい。

あっという間に春休みも過ぎ去り、新学期が始まりました。卒業生たちは土曜日のアドバンストレッスンへ。
ファンファンは、可愛い新１年生たちを14名迎えてより賑やかになりました。スプリングスクールでは感染対策
をしつつ、様々なイベントで創造性や協調性が磨かれ、楽しむ子どもたちの姿が見られましたよ♫ 引き続き、手
洗い、うがいをしっかりとして、安心安全に楽しんで過ごせるようにしていきましょう！

新年度よりスクールガイドが変更となりました。 
主な変更点は以下となります。 

・サタデースクール：午後利用の廃止、午前コースのみ 
・アフターキンダー：全クラス廃止し、年長さんのみを
「ビギナークラス」としてアフタースクール（小学生）
と統合 
・サッカー：曜日の変更（木曜日→月曜日） 
及び、運営チームと開催場所の変更　 
　　　※ファーブル萱北（萱野北小学校　体育館） 
・その他：振替時の送迎料金、長期休暇期間の午前延長
パックの料金計算 

メッタ先生とお友達が遊びに♫
去年の春休みにインターンでファンファンへ来てくれ
ていたメッタ先生と、そのお友達でインドネシア出身
のイカ先生が遊びに来てくれました！嬉しかったね♫

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


ダンス

（

６年間ありがとう！！


さようなら🌸 また会おうね🌸  We all love you ！！♡

カレー＆
ナン＆新鮮野菜
はみんな大好

物！！

クラフト製作、ゲーム、
クッキングなど楽しみいっぱい♡

スプリングス
クールでのレッスン

風景♫♫

お花見日和で最高！！
どこでもしっぽ取りが好き

な子どもたち♫

ちりめんモンスターの
出前授業では沢山発見があり

ましたね☆



早くも4月！　随分あったかくなってきましたね( ＾∀＾) 
ファンファンのみんなも新年度ということで、また一つ学年も上がりましたね！ 
みんな大きくなったなぁ！と最近ひしひし思っています。 
コロナ禍で思うよう動けない日々が続いていますが、いい一年になるよう願っています⭐ 

さて最近の火曜ダンスは、また新たなステップに挑戦しています！ 
今まではとにかく体を大きく動かして、ベーシックなステップをひたすら！という感じでした。 
今年度はそこを土台に、ダンスに必要不可欠な"ノリ"の部分を強化していけたらなと思っています！ 
なにより楽しむことが一番なので、毎週のレッスンからみんなといい時間を共有したいと思っています！ 

今年度もどうぞよろしくお願いします( ^ω^ )       そしてそして、新メンバー大募集中です！！！！！

ピアノ(月)         まどか先生

ダンス（火）　　　Mai先生

空手（水）スクール長：若林

習い事　

さて、新学期が始まりました！体験入会もちょこちょことあります。 
興味がある方は、お気軽にご参加下さい（事前要連絡）。 
空手は全国的にも大変人気の習い事になってきています。 
日本だけで見ると、子供から大人まで含めた数字ですが、全国で約２００万人の人が空手をしています。 
世界で見ると１億３０００万人もの人が空手をしているようです。 
すごい競技人口ですね＾＾； 

近年、空手はスポーツとしても認知されるようになり、今年の東京オリンピックでも競技種目になりさらに注目
を浴びていますね。 
※厳密に言うと、オリンピックの競技になっている「伝統空手」と井上道場の行っている「フルコンタクト空手」
とは少し競技スタイルが違いますが。どちらにしても空手は「空手道（からてどう）」といい、「道（どう）」
がつきます。 
「道」とは、何か。 
それは一言でいうと、「人格完成を目指す」ということです。 
完成というと大袈裟に感じますが、礼節を尊び、人としての成長を目指すということだと僕は理解しています。 
なので、空手では「礼」にはじまり「礼」に終わります。それは稽古でも徹底しています。 
「礼」にも色々な意味がありますが、「相手の存在を認め、相手を敬い、場を共有することに感謝する」とい
う想いで私は「礼」をしています。 
普段のあいさつも一緒ですね。 
中国発祥の少林寺拳法なども一緒ですが、空手も普段の「生活」と、深く繋がる部分が多くあります。 
空手がどんなに強くても、人として成長できていなければ何の意味もありません。 

井上道場では、空手の技術や試合の結果などの「強さ」以上に、人間としての成長を一番願う道場です。 
（それでも日本チャンピオンを多数輩出しているのは、「人間としての強さ」の結果だと思います） 
空手を通じて、お子様の人生を少しでも豊かになり、時に支えになり、拠り所になれば幸いです。 
今年もどうぞよろしくお願い致します。 

突然暖かくなり、桜もあっという間に咲いて散って今年はなんだか慌ただしい春でした。
皆んな新しい学年になり、次の本にすすむ生徒さんも増えてきました。コロナ禍で、心落
ち着かない日々が続きますが、生徒さんの成長をみること、明るく前向きな気持ちになり
ます。 

たむり無料体験受付中！！



～書道～ 
北川　新　　　８級 
相原　麗香　　８級 
若林　奏太　　８級 
足立　知奈美　７級 
岸上　絢香　　３級 
長谷川　航　　４級 
玉置　桂理奈　２級 
藤谷　花　　　４級 
濱崎　絢菜　　２級 
川田　彩加　　３級 
乾　瑠馬　　　１級 

書道（木・金）　　　若林　尚美

ダンス（土・火）　　Keiji先生

昇級おめでとう！ ５月号　不二誌 
昇級審査結果

ようやく寒さが和らいできて、綺麗な桜を見る事ができました。 
当たり前に同じ季節に咲く桜が、今年は特に楽しみに感じ、有難いなと感じました。 
春休みイベントのお花見ピクニックでは、子供達もたくさんの桜の下で、身体を動かし、いい笑顔でこちらも嬉
しくなりました。 
新一年生は、まず硬筆の練習から始めていきます。 
最初は、丁寧にゆっくりでいいので、お手本をしっかり見て書くという癖つけをしていきます。徐々に慣れて落
ちつきが出てきたら毛筆を始めます。 
毛筆を始めるタイミングは個別で連絡いたしますのでよろしくお願いします。 
小学校でも、ひらがなの宿題がでたら、ゆっくり丁寧に書くように声かけをしていただけたらと思います。 
２年生以上のお子様の中には、1級以上になり、昇段試験を受けられるお子様も増えてきました。 
昇段試験は3ヶ月に1回しか行われません。 
別途試験代が1作品500円と送料を含む手数料がかかりますのでご了承ください。 
まだもう少しコロナの窮屈な日々が続きそうですが、気持ちは晴れ晴れと、新学年新たな気持ちでがんばりま
しょう！

どーも！ 
サタデーダンスクラスです！ 
桜の季節がやってきて、子どもたちも新学年スタート！！！ 
ハラハラドキドキいろんな気持ち全開ですが、ダンスもさらにドキドキワクワク、
パワーアップで踊っていきます！！！ 
心も身体も素敵に成長していく子どもたちに、Viva 青春！！！ 
いぇ～～い！！！

～硬筆～ 
足立　知奈美　５級 
岸上　絢香　　２級 
長谷川　航　　２級 
下元　紗弥　　１級 
玉置　桂理奈　２級 
藤谷　花　　　４級 
乾　玲奈　　　１段 
濱崎　絢菜　　１級 
遠近　天詩　　１段 
尾本　結佳子　５段 
川田　彩加　　１級 
篠塚　一花　　２級

毎週火曜日 18：00～19：00に初心者クラスを開催中！！ 
　無料体験もできますので、お気軽にご参加ください♫



ダンス
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アカデミッククラス：対象は英検３級以上のレベルのお子様 
木曜日　19：40～20：40（ZOOMにて） 

※時間はレベルによって変更になる場合があります
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funfun kitchenとは？

美味しいお米
（低農薬栽培）

低農薬野菜

funfun人気の
手作り

ドレッシング 納豆類 
（添加物不使用）

豆腐(国産大豆)

funfun kitchenの 

ホームページ
QRコードはこ
ちらです。

FunFun kids After 
Schoolのランチ、
ディナーでもご提
供しています。

①comiruから毎週入荷案内
のメールを致します。そこか
らコメントに欲しい商品、希
望の受け取りの日にち、配達
の有り、無し等を伝えていた
だければ担当者からご連絡い
たします。

②LINEから注文が可能です。

LINE友達になれば、新しい野菜入荷情報を
友達限定で得ることが出来ます！ 

ぜひ友達申請してね！！

店頭受け①
送迎 野菜

お子様の送迎と一緒に
お届け！

②
利用日以外での自宅へお届け！ 
（ルートの都合上希望に添えない場
合があります。）

③

※自宅送迎時の現金支払い
は、お釣りが出ないようにお
願いいたします。

商品に関するお問い合わせ 

担当　大岩　090-3864-3564

こだわり珈琲

現金

受け取り方法

FunFun kids After Schoolの食育事業の
ひとつとして、箕面をはじめ、北摂を中
心とした
「安全・安心・おいしい」の
こだわりの食材や商品を私たちが厳選し
てご提供します。
農家さんから直接仕入れた、新鮮で美味
しい食材やフルーツを低価格で販売。子
供の野菜嫌いを克服するために開発した
手作りドレッシングなど人気商品を取り
揃えています！

水耕野菜
(無農薬)

COCOWORK

レタス
ほうれん草 
小松菜 ケール

水耕栽培とは、土を使わずに、水を使って作物を栽培す
ることを言います。洗わずに食べれます。

注文方法は？ 支払い方法


