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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
ウィンターフェスティバル

のDVD販売中です！
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 

サマーキャンプの申込み間も無くです
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お友達をお誘いください♫

　少しづつ暑さも本格的になって、夏の訪れを感じ出すこの頃。日差しも強くなり、水分補給が欠かせません。
休憩中、一気にお茶を飲み干している子どもを見かけるように・・・ファンファンでは毎日煮出したお茶をたっ
ぷり準備しております。ご家庭でも水分補給を忘れないように、お子さまに伝えてあげてください♫

インスタグラム始めました

今年の2月14日に開催されました 
ウィンターフェスティバル2021のDVDが 
完成しました⭐ 
チャプターもついていますので、見たいところ
にあわせていつでも視聴可能です⭐ 
お申し込みは6月末まで受付しております 
是非ご家族でご覧ください！

summer camp2021のチラシ配布をいたします⭐ 
申込み開始：6月２７日（日）午前８：００～ 

先着３５名のみ 
※定員になり次第、受付終了となります。 
※安全・衛生面も万全に整えて実施いたします。 
※お申し込み方法はコミルでのみ受付（お電話・メール
では受付いたしませんのでご注意ください。）

ファンファンキッズ では、お友達紹介キャンペーン
を実施いたします♫ 
昨年からのコロナ禍で、お子さまも親御様も大変な時期で
ある事から、少しでも英語を通じて楽しい時間を過ごして
頂きたく、キャンペーンを実施することと致しました。
ファンファンキッズ では、これまでに入会金無料のキャン
ペーンは行ったことがなく、この先も予定はありません。 
今回は、ご紹介者様へも特典としてご利用金額より5,000
円の割引をさせて頂きます。 
まだクーポンをお持ちでない方はお問合せください！

英検合格証書をご提出ください DVDのご寄付のお願い⭐ 
ご自宅でもう見られない映画などのDVDがありまし
たら、ファンファンキッズ へご寄付ください。送迎
の車内で流すもので、男女に偏りがなく見れるもので
すと大変有り難いです。ディズニー作品、ジブリ作品
はどのお子さまにも人気です。よろしくお願いいたし
ます。

　5月に英検を受けられて合格されました方は、
お知らせの翌月請求分より英検割引が適応されま
す。合格証明書のコピーのご提出をお願いいたし
ます。提出のない場合は割引が適応されませんの
でお気をつけください。

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


夏休み期間は、今年度も英検対策レッスンを実施する予定です。　
受験日　10月2日（土）　　準会場：Funfunkids

５・6月のファンファンキッズ での様子です♫
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Good job everyone! 

おめでとう‼
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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

無料体験受付中！！
習い事

日に日に暑さが増し、マスクが辛い季節になってきました。 
感染対策と併せて、熱中症対策もしかっりしながら稽古を実施してまいります。 

今月末は、極真の全国大会「グランドチャンピオン決定戦」が開催される予定で、 
井上道場からも出場権を得た数名の選手が出場します。 

また、先日の５月末には空手大会の最高峰と言われている「JFKO」という高校生以上の全国大会にも、 
井上道場から３名が出場し、全国トップレベルの選手相手に激闘を繰り広げました。 
中には一回空手から離れてしまったけど、また戻って来て、必死に練習をし、今回全国大会に挑んだ選手もいました。 

空手に限らずですが、何かに打ち込めるということは、1番の才能だと思います。 
その才能は誰もが持っているモノです。 

子どもの場合、その才能のスイッチが入るのが『楽しい』時と『成功体験』を得たときです。 
そしてそのスイッチは、親も先生も入れることはできません。 
子ども本人にしか入れることができません。 

私達大人にできることは、失敗を恐れずに楽しく挑戦できる環境を用意し、温かく見守ることだけです。 

コロナでまだまだ制限の多い状況は続きますが、子ども達により多くの経験をしてもらえるよう、 
ファンファンでも常に『小さな成功体験』を積み重ね、色んな事に挑戦できる環境を提供し続けて参ります。 

あっという間に一年も半分が過ぎようとしています。また来月ごろにはウィンターフェスティバルで演奏
する曲選びを始めます。今年子供達に流行した曲は全く見当もつきませんが、生徒さんと相談して、弾き
たい曲、お友達に聞かせたい曲を選びたいと思います。大好きになれる一曲が見つかるといいですね。 

みなさまいかがお過ごしでしょうか？ 
早くも6月！梅雨！少しジメジメしてきましたね、、 
早く大好きな夏にならないかなぁ( ́∀｀) 

さて、最近の火曜ダンスは待望の新メンバーが増えましたっ！ 
長い間安定のメンバーでやってきたので、先輩たちも嬉しそうです！ 
私も含め、みんなでバックアップしながら楽しい空間を作っていきたいです！ 
ナヨンちゃん、ヒョヨンちゃんよろしくね⭐ 

レッスンも少し初心にかえりながらじっくり進めています！ 
かっこいいステップを踏むために、ひたすら飛び跳ねて、みんないい汗かいてます！笑 
keep on movin’! 
早くウィンターフェスティバルで爆踊りしたいです！

新しいお友達も加わってJump‼



書道（木・金）　　　若林　尚美

ダンス（土・火）　　Keiji先生

昇級おめでとう！
7月号　不二誌 
昇級審査結果

６月より新１年生も毛筆を始めました。 
最初は筆の持ち方、扱い方に慣れないと思いますが、初めての子達は楽しんで取り組んでいました。
時には墨だらけになってしまうと思いますので、黒い服を着る、スモックを着るなど工夫してくださ
い。 
小筆で名前が書けるようになったお子様から順次昇級審査にも提出していきます。 
座布団、書道道具をお持ちでない方はお早めにお持ちください。 
（お持ちいただくまではお貸し致します。） 
２年生以上のお子様もこつこつ真面目に取り組んでいる子は確実に上手になっています。 
まずは、お手本をしっかりと見て丁寧に真似をすること。当たり前のことをしっかり積み上げましょ
う。

硬筆

奥田　奈緒　　８級
長谷川あい　　６級
下柿元　祷　　９級
大畑　奈緒　　９級
池田　美咲　　９級
楠木　翔大　　９級

書道

長谷川　あい　８級
下元　紗弥　　１級
川田　彩加　　１級

ピカピカの新一年生
たちも毛筆に挑戦　

です♫

こんにちは！ 
サタデーダンスクラスです♪ 
いよいよHotな夏も近づいてきましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか！？ 
ボク達サタデーダンスクラスは、夏よりもさらにHotなダンスで、すでに夏を先取りダン
シングです！！！ 
今年はお祭りのステージで踊れるのでしょうか！？ 
心はいつもお祭り騒ぎ！！！ 
わっしょいパワーで、レッツ ダ～～ンス！！！


