
＜放課後エンジョイクラス「すきっぷ」とは＞
平日のレギュラークラス、長期休みのシーズンクラス（夏すきっぷ、

冬すきっぷ、春すきっぷ）ともに、3歳から小学生のこどもたちが
「きょうだい体験」と「自然遊び、造形、運動、華道、サイエンス、
コミュニケーション等専門家による各プログラム体験」を通し「人と
関わる力（思いやり、コミュニケーション力等）」「興味と探求する
心」を育みます。
リンク・スマイルでは、「すきっぷ」の活動を2010年から開始し、

今年の夏すきっぷは9回目となります。

2018年 7/23～8/23

東京都江東区東陽3-10-5山﨑ビル2階

03-6666-1361
k.oyako.sc@tbz.t-com.ne.jp
http://www.oyako-sc.orgにて詳細アップ中

小学生の
学習支援＆おやつ
作り体験実施

年少児～
夏の遊び
満喫プログラム実施

mailto:k.oyako.sc@tbz.t-com.ne.jp
http://www.oyako-sc.org/


◆開催期間
7月23日（月）～8月23日（金）
※土日、祝日、8月11～16日除く全20日間

◆開室時間
9：30～17：00
※活動内容により開室時間（集合時間）、退室時間
（解散時間）が上記と異なる場合がございます。

例：7/27 夏の古民家デイキャンプ等

◆対象年齢
年少児～小学生
※年少児は、ぱんだ組または幼稚園・保育園に在籍し
ている（集団生活経験のある）お子様に限ります。

◆参加費
次ページをご覧ください
※キャンセルポリシーも必ずご確認ください。

【一日の過ごし方（例）】

9：30 入室
身支度・自由遊び→集まる 朝の会

10：00頃~ 自由遊び、野外遊び、体験活動

12：00頃 弁当
弁当後は3歳児昼寝・4歳児休息
年長児本読み・小学生学習＆おやつ
作り（梅田ビル 東陽3-12-11-503にて）

14：00頃~  自由遊び又は午後のワークショップ

14：45 おやつ

15：00 午後のワークショップ

16：40 帰りの支度・帰りの会
17：00 全員退室

※早退遅刻は自由ですが、その分の返金は致しかねます
（材料費はキャンセルポリシーをご確認ください）
※一日の過ごし方はその日の体験活動や参加者の年齢層等により
異なりますので、上記は目安としていただけますようお願い致
します。

◆欠席について
・全期の方：病欠で8回に満たない場合は、レギュラーす
きっぷへ振替

・期ごとの方：病欠の場合は、別の期へ振替



参加期間 参加費（税込)

全期 20日間 38,880円 8回以上参加の方におすすめです

1期 （7/23～27 5日間） 20,520円

2期 （7/30～8/3 5日間） 20,520円

3期 （8/5～8/10 5日間） 20,520円

4期 （8/17、8/20～23 5日間） 20,520円

1day 5,400円

●材料費・施設費・バス代について
・材料費、施設費（ホール等公共施設を使用する日）は内容により別途料金が発生いたします。

100円～
※プログラム表に記載がない回も人数調整、内容詳細確定後発生する場合がございます。確定後配信致します。
※調理の回は食材費をいただく場合と材料をご持参いただく場合がございます。都度配信致します。

・バス代 参加人数で割りますので、人数確定後までお待ちください （おおよそ1500円～）

●参加費には
・傷害保険料（通院一日1000円、入院一日2000円）、光熱費、材料費の一部、自由遊び時の教材費、調理日以外の
おやつ代（一人80円～150円）、ボランティア及び講師の交通費、施設費、運営費が含まれます

★ワークショップ内容により参加費用・材料費が別途発生します。

【基本的な持ち物】 ★必ずリュックにまとめてください。
・連絡帳／帽子／水筒／お弁当／汗ふきタオル／ハンカチ／ティッシュ／防災頭巾
・（小学生）筆記用具、学習道具
・（年少・年中）昼寝用バスタオル２枚
※上記以外で必要な持ち物がある場合には配信します。



キャンセルポリシー

ご予約後キャンセルをされる場合は、キャンセルの時期に応じて以下のキャンセル手数料
が発生します。 返金の際の振込手数料は参加者負担となります。

時期 料金

予約後～7月9日（月）正午 事務手数料1,000円 参加費全額返金
一部7月に入りますと発注完了の材料費が発生いたします。
そちらは御納めいただく場合がございます。

7月9日（月）正午～7月16日（月）0時 事務手数料1,000円 参加費全額返金
ご予約された日の材料費、バス代等はお納めください。

7月16日（月）0時以降～ 事務手数料1,000円 参加費半額返金
ご予約された日の材料費はお支払いいただきます。

お申し込み完了までの流れ ★受付開始 6月20日（水）12:00～

お名前・学年・所属

参加希望期間を記載し

メールにて申し込み

k.oyako.sc

@tbz.t-com.ne.jp

予約が完了した旨

リンク・スマイルより

ご返信致します

予約日から５日以内に

直接来室または口座振

込にて、参加費を納め

ていただき、 手続き完

了となります

【お支払い口座】りそな銀行 日本橋支店 普通0182444



7/23（月）

AMPM
プラ版キーホルダー＆

「生地から手づくり！フ
ルーツタルト」
※プラバンｷｰﾎﾙﾀﾞｰは終日個々の
タイミングで作ります。

※タルト生地は午前中作り、仕上げ
を午後行いおやつに食べます
※材料費500円（プラバン、タルト合
わせた額です）

24（火）

PM
①年長・小学生対象

囲碁初級編＆動物・サッ
カー将棋１
※年少、年中はかるた等

②かき氷作り

25（水）

AM
カルピスフルーツシャーベット
※アレルギーのお子さんはフルールと
ジュースで作ります

PM初プログラム！

「カラーサンドで作るカラフル
な寄せ植え」
※材料費別途発生

26（木）

AM カレーライス作り
※昼食に食べます。弁当不要
です。
※材料費100円

PM こども企画（みんな

で楽しめる夏のレクレーション
を考えよう）
工作、ごっこ、ﾚｸ等
●弁当後から15時まで小学生
は学習＆おやつ作り

27（金）

夏の古民家デイキャンプ
～水の生き物をみつけよ
う！～
※バス代+ガイドプログラム代が別
途発生致します
※昼食作りをします（ピザ予定）

※おやつ付き（すいか、夏野菜のま
るかじり）
雨天決行

30（月）
PM 「木工作に挑戦」
※幼児は間伐材バッチ、ストラップ

※小学生は当日講師と相談し作り
たいものを作ります（例：椅子、本棚、
ミニチュアHouse）
※材料費400円

31（火）
PM造形「新しい素材との

出会い～本物そっくり！レ
ストランメニュー作り」
※材料費別途発生
●弁当後から15時まで小学生は学
習＆おやつ作り

8/1（水）
PM 忍者アスレチック

2（木）
AM ひんやりデザート
作り ※材料費別途発生

PM 昔遊び

～ベーゴマ、めんこ、
けん玉道場～

3（金）
房総のむらへ
※バス代+
体験費実費200円が別途発生致しま
す

体験は「お菓子作り」「絵付け」「漉
き」です。雨天決行

6（月）
AM運動レクレーション
※江東区文化センター
サブレクホール集合

PM ダンスワークショップ
※お迎えは江東区文化センター展
示室

７（火）
AMホットプレートバーベ
キュー
PM ①年長・小学生対象

囲碁初級編＆動物・サッ
カー将棋トーナメント戦
※年少、年中はかるた等

8（水）
AMこども企画準備
PM造形「おもしろｽﾗｲﾑ遊び」
※材料費200円
●弁当後から15時まで小学生は学習＆
おやつ作り

9（木）

相模湖プレジャーフォ
レスト
＜雨天時＞
ギャラクシティ足立
※バス代+入場料と水遊びエリ
ア利用料2000円が別途発生致
します

10（金）
AMひえひえデザート
PMデザイン工房
※オリジナルデザインを作成した
グッズ作り
※材料費別途発生300円

17（金）
AM おにぎり＆トン汁作り
※焼きおにぎり等好きなおにぎりを
作ります（弁当不要）

PM ぷかぷかくらげキャ
ンドルライト作り
※材料費500円

20（月）
AM こども企画
PM キッズヨガ
※お迎えは江東区文化センター中
庭

21（火）
アンデルセン公園
※バス代、入場料が別途発生しま
す
雨天決行

22（水）
AMこども企画
PMパフェ作り
※材料費300円

23（木）
AM お好み焼き作ろう
※弁当不要 300円

PM こども企画
●弁当後から15時まで小学生
は学習＆おやつ作り
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プログラム講師のご案内

●7/24（火）8/7（火）：囲碁将棋ゲーム ゲームアドバイザー 松川幸太郎
●7/25（水）：カラフルな寄せ植え 五嶋知子
●7/27（金）：デイキャンプ サシバの里自然学校長 遠藤隼
●7/30（月）：木工作 大道具職人 上嶋茂雄
●7/31（火）8/8（水）：造形 絵画美術講師 板垣すが子
●8/ 1（水）：忍者アスレチック 表現教育講師 門間利夫
●8/ 2（木）：昔遊び 皆川高舟
●8/  6（月）：ダンスワークショップ ジャム☆レク 中川梨恵
●8/10（金）：デザイン工房 東京Aリス
●8/20（月）：キッズヨガ インストラクター 酒井亜紀


