異年齢交流と
年齢別プログラム
どちらも充実

ココロもからだも
のびのび開放的に
なるプログラム

2021年

7/26～8/20

放課後エンジョイクラス「すきっぷ」
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。

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

◆開催期間
7月26日（月）～8月20日（金）
※土日のぞく20日間

【一日の過ごし方（例）】
8：50～

学年ごとに時間差で入室

※ご予約が確定した方に詳しい時間帯をお知らせ致します。

◆開室時間
8：50～17：30
※開室時間のうち入退室時間は感染症対策のため学年ごとに
時間差を設けます。

◆対象年齢
３歳児～小学生
※感染症予防の徹底のため、今回は申込段階で登録がない方の受
け入れは行いません。ご了承ください。
※おむつが外れていないお子さんについてはご相談ください。

◆参加費
４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

9：20～

朝の会

9：30頃~ 午前の活動

12：00
弁当 ※感染症予防策を講じます
12：40～ しずかな時間
※小学生は分室（第二梅田ビル）にて学習＆自由
タイム、幼児は山崎ビルにて昼寝や休息、遊び。

14：30頃~ おやつ
14：45～ 午後の活動、自由遊び
16：45
17：00～

帰りの支度・帰りの会
学年ごとに退室

◆タイムスケジュールについて◆
・プログラムにより開始時間帯が異なります。
・日ごとのメインプログラムだけでなく、自由遊びを大切に自分たちで遊びや生活を作る体験を大切にします。
・同じプログラム、時間でも異年齢交流を積極的にはかる内容・時間と発達年齢にあわせた内容・時間とを組み合わせることでどの子も
楽しめる、充実できる㏠にします。
【小学生の学習タイムについて】
夏休みの宿題の他、苦手な単元など個別で指導またはこども同士で教えあいます。持参したプリント等以外にこちらの教材を提供する場
合もあります。
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夏すきっぷ感染症対策
【皆様へのお願い】
１ 検温ならびに健康観察
参加日初日までの２週間、各家庭で「㏠２回」の検温と、健康観察を行っていただき、「健康カード」（予約者に配布）に毎日ご記
入いただきます。
参加日前日、夜の検温を終えましたらメールまたはLINEにて健康カードを撮影し画像添付をお願い致します。
２ 登室を控えていただくケース 医師の診断に関わらず諸症状が消失し丸2日以上経過してからご参加ください
《本人》
・咳やくしゃみ、大量の鼻水、頭痛、腹痛などの症状がある
※活動中、発熱等ふくむ体調の変化、
・検温時平熱より高い、または37.5以上の発熱
悪化がみられた場合、速やかにお迎え
（元気があっても登室はひかえましょう）
にいただくため、活動中は携帯電話が
・嘔吐や便が緩い、食欲が極端にない（喉が痛いなど）
つながるよう体制を整えておいてください。
・味覚嗅覚異常などいつもと異なる症状がある
・身体に発疹がみられる、目が充血している（夏に流行する感染症かもしれません）
《同居のご家族》
・微熱含む発熱、頭痛腹痛、鼻水、咽頭通などの風邪症状や倦怠感、胸の痛み、味覚や嗅覚異常がある
・抗原検査またはPCR検査を勧められるなど感染疑いがある
・濃厚接触者になった
・同居の家族の勤務先や学校等で、新型コロナウイルス感染症の疑いまたは感染者が発生し職場内での濃厚接触者の調査中
３ 送迎の仕方
●送迎はガードレール沿いまでと致します。 ※職員や他のお子さんたちとの接触を避けていただきます。
●マスクを着用し、保護者同士の会話は控えてください。
●密集、密接を避けるため「学年ごとの時間帯」を設けます
実際の時間帯はご予約の方にお知らせ致します。
※送迎はきめられた時間帯でお願い致します。万が一遅刻される場合はお電話等でご連絡いただき、指示をあおぐように
してください。
●自転車が密集してしまわないよう、自転車をとめる間隔をあける、混んでいたら少し離れて待つ、速やかにお帰りいただく
などご配慮をお願い致します。
●お車の方は、永代通りの路上パーキングにとめていただくか、自転車が込み合わない時間帯（こちらで指定します）にお越
しいただきます。事故防止、密の回避の観点からご協力をお願い致します。
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【運営対策】
●感染症予防対策としての基本的事項
①健康管理・・・毎日、活動時間中に検温します。
②換気の徹底・・・日常的に行っていますが2方向同時に換気するなどガイドラインにしたがって実施します。
③手あらいの励行・・・入室時は消毒液を使い消毒し身支度後に一人ひとり手洗いを実施します。
④職員、講師のマスク着用
⑤消毒の徹底
・午前午後各１回、床やこどもたちが手を触れる場所を消毒します。
・トイレは使用ごとに清掃、消毒します。トイレ掃除やトイレ介助を行う職員は専用予防着、手袋、ゴーグル着用します。
・玩具、備品は弁当時と終了後に全て消毒します。
⑥スタッフは、出勤日はもとより毎日健康観察を実施する他、不要不急の外出を控え、新しい生活様式を徹底します。
●活動時の感染症予防策
〇自由遊びは、こども同士が密集しないようなコーナー設定を行います。昼食後は場をわけ密を回避します。
〇使用するクレヨンや筆、道具類などは個人持ちの文具を使用します。→ご持参ください
〇公園への移動は幼児はこども同士手をつなぐこともありますが、年長児、小学生は原則つなぎません。
○密集、密接、密閉をさけた環境をできるだけ実践しつつ、こどもたちが窮屈にならず楽しめる工夫をします。

【感染者発生時の対応について】
体調不良（発熱、風邪症状、味覚嗅覚異常など軽微な症状も含む）
A：参加児、職員、講師の場合→欠席・欠勤し自宅で過ごす
B：保護者の場合→参加児も欠席し自宅で過ごす

回復

感染の疑い（PCR検査対象者になった場合）

A:参加児→解熱後まる2日以上経過しその他
の症状も軽減してから参加
B：回復したら通常通り送迎可

A：参加児・職員が対象となった場合
施設消毒を行ったうえで個人が特定されないよう配慮し他の利用者に対し夏すきっぷに
関わる者がPCR検査対象者となった旨説明する
B：保護者が対象となった場合
保護者の感染可能期間内に当該保護者に接触した職員等は、検査結果判明まで出勤を控
える

陰性判定

感染者発生
保健所の指示を仰ぎ感染拡大に努める
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参加期間

参加費
（税込）

ALL 20日間

45,000円

9日以上参加の方向き

5day

25,000円

好きな5日間を選択

1day

5,500円

プログラムチョイス

3,000円

P7のプログラム一覧表より★★印および★印以外の午前または午後のプログラ
ムより選択。プログラム実施時間のみの参加。プログラム開始・修了時間、場
所はプログラムにより異なる場合があります。

◆参加費には
感染症対策費、衛生費、傷害保険料（通院１日1000円、入院１日2000円）、光熱費、材料費の一部、自由遊び時の
教材費、おやつ代（一人100円～150円）、ボランティア及び講師の交通費、オンライン通信費、施設費、運営費が含
まれます。
◆5day、1day,プログラムチョイス

は自由に組み合わせてご参加いただけます。

◆プログラムにより材料費が別途発生する場合がございます。
◆欠席日の振替について
ＡＬＬ：9日以上ご参加の場合は振替はございません。9日未満の場合はレギュラー、シーズンすきっぷにて対応致します。
その他のコース：夏すきっぷの別日（受け入れ可能な日に限ります）にて振替致します。
◆夏すきっぷ参加者および関係者に新型コロナウイルス感染者が発生した場合や国や都、区の判断で休業要請等がだされ閉
室した場合は、冬すきっぷなどのシーズンすきっぷ、またはレギュラーすきっぷへの振替にて対応致します。
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◆◆ 参加についてのご連絡

◆◆

①持ち物
・健康カード（検温、健康チェック、同居家族の健康チェック）→リンクスマイル専用のカード使用
・連絡帳（早退等のご連絡事項の記入を御願いします）
・帽子（ゴム、つば付き、風通しがよくリュックに入れられるまたは付けられるタイプ）
・紐つき水筒（その他予備として凍らせたペットボトルを持参してください）
・汗拭きタオル、手拭きタオル（幼児はループタオルを持たせてください）
・弁当（手早く食べられる形状、内容かつ痛みにくいもの、保冷剤つき）
→ランチョンマット、箸またはフォーク、濡れたおしぼりタオルは弁当袋に入れる
・小学生は、筆記用具、宿題
・幼児は、バスタオル1枚（昼寝用）
※年少児は着替え（汚れたら持ち帰ります）も持たせてください。
・防災頭巾、文具（はさみ、セロテープ、のり、クレヨン（幼児）マーカーやクーピー（児童） →単発のお子さんを除き置いて帰る
・野外活動や文化センターへの移動がある日は、虫よけスプレーを持たせてください。（自分で扱えるもののみとします）
★上記をリュックに入れてください。リュックに入りきらないバスタオル、防災頭巾のみ手提げ鞄でも可
★水を使った遊びなどの日は事前に追加の持ち物を配信致します。

②服装について
・装飾が少ないTシャツ、ズボン（スパッツ）、靴下、いつも履いている靴
※フード付きは怪我等につながり大変危険ですので避けてください。
※スカートは涼しいのですが、元気に活動する妨げになる場合もあります。できる限り動きやすい服装でお願いします。
※サンダル、つま先があいている靴は怪我防止のため避けてください。
・虫探しや野外活動時は、虫刺され予防として長ずぼんにてお越しください。（部屋に戻りましたら短パンに着替えるなどします）

②プログラムについて
・感染防止策を講じ、安全な運営の徹底を致します。ご協力お願いします。
※感染予防策ページをご確認ください
・感染拡大状況、気温等により、内容を一部変更する場合もございます。
・感染拡大状況により、講師は自宅からオンラインとなる場合もございます。
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キャンセルポリシー
ご予約受付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

6月25日～7月5日
ご予約受付後

事務手数料2,000円

7月6日～

事務手数料2,000円

参加費・材料費返金なし

◆振込先：りそな銀行 日本橋支店 普通 0182444
NPO法人リンク・スマイル

お申し込み完了までの流れ

★受付開始

6月25日（金）12:00～

※シーズンおよびレギュラーすきっぷ登録者は10：00～

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

予約を受け付け完了順
に
リンク・スマイルより
メールにてご返信致し
ます

予約受付後土日のぞく5日以
内に口座振込にて、参加費お
よび材料費をお納めください。
※現在クラス在籍児は来室日
にご持参ください。

※定員となり次第受付終了→キャンセル待ちとなります
※オリンピック、パラリンピック開催に伴い、物流に支障がでる可能性がありますので、材料はお
申し込み後にすぐに手配する予定です。お申込み時期によっては、材料がそろわない場合があり
ますので早めのお申込みをお願いいたします。
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★★の日は終日参加のみ受付
★プログラムチョイス不可
月

A
M

火

水

木

金

7/26
マジックペイント体験
野外レク

7/27
野外レク

7/28
ランチ作り★
～具材色々トースト～
※食パン持参・100円

7/29 ★★
ペーパークロマトグラ
ファー体験＆野外レク

7/30
※終日江東区文化セ
ンター（集合9：00
スポーツレク

アーティフィシャルフラワーの
多肉植物寄せ植え1000円

サイエンス：色水実験
～食塩飽和水の不思議～

ただじゅんのあそびっこ
江東区文化センター解散

ペーパークロマトグラ
ファーのうちわ作り

段ボールの家・迷路
を作って遊ぼう

A
M

8/2
野外レク

8/3
ランチ作り★
おにぎり＆味噌汁 200円

8/4
陶磁器メダルペンダント
500円

8/5
不思議な植物さがし

8/6
スポーツレク

P
M

粘土で作り「フェイクパフェ」
200円

レク＆ゲーム大会

ベジタブル＆フルーツ
スムージー作り 100円

泥んここねこね苔玉
作り 1200円

ふわもこスライム
100円

A
M

8/9 ★★
小笠原から生中継

8/10
フリープログラム
※みんなで決めるプログラム

8/11
ランチ作り★～動物パン
作り～300円

8/12 ★★
ネイチャーガイド
ツアー

8/13
野外レク＆
紙工作生き物作り

P
M

P
M

小笠原の自然調べ＆発表

木工作

おもしろアート（絵の具

夏の生き物調べ

フルーツポンチ作り
200円

A
M

8/16
ランチ作り★
～レンチンドライカレー～
300円

8/17
横十間川公園探検★
マップ作り

8/18
フリープログラム
※みんなで決めるプログ
ラム

8/19 ★★
フルーツゼリー作り
300円

8/20 ★★
横十間川公園の生き
物探しマップ作り

P
M

サイエンス実験「モーターで動
く車を作って競争しよう」
200円 ※江東区文化セン
ター解散

レッツダンス
※江東区文化センター解散

ステンドグラス風器作り
300円

ゼリーの盛り付け＆
仕上げ

スポーツレク
※江東区文化セン
ター解散

【江東区文化センター利用日のお願い】
①送迎は現地にお願いします。集合解散場所、時間帯はご予約の方にお知らせ致します。
②センター利用日にセンター利用者（他の団体含む）から感染者が発生した場合、参加児の名簿（氏名、連絡先）を施設管理者、保健所等
の公的機関に提出する場合もございます。あらかじめご承知おきください。
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夏すきっぷ
【野外レク・スポーツレク】
虫探しや、水遊びなど夏なら
ではの遊びやアスレチックや
集団遊び、運動プログラムな
どを気温、メンバー、感染状
況を考慮し楽しく実施します
担当：かずきコーチ他
場所は日により異なります。

【ふわもこ
スライム】
泡なのにもちも
ち？消えない泡
の不思議な触感
のスライムを作
ります。

【マジックペイント】
オリジナルエコバックを作り
ます。夏すきっぷの作品入れ
として翌日から使います。

【ペーパークロマトグラファー】
染めて滲ませて模様を作り
できたペーパーを加工しうちわに
します

講師担当プログラム
担当：アトリエブルージュ
【多肉植物の寄せ植え】
不思議な固まる土を使い、本物
そっくりな多肉植物を素敵に植
えお部屋に飾りましょう
【苔玉作り】
泥団子作りを楽しみながら
苔玉にしていきます。
開放的に遊び、作りましょう
【ネイチャーガイドツアー】阿河さん
木場公園のある場所で見られる生き物や植物を詳
しくガイドしていただきます。
【小笠原から生中継】担当：清水良一さん
小笠原諸島の海、浜辺の自然、生き物をじっくり
観察。見るだけでなく当日小笠原からある物が届
き触ることができたり、自分そっくりさんが浜辺
にいたり？？本当に小笠原にいるかのような楽し
い仕掛け、体験ができます。

プログラム紹介

【探究活動】8/5.9.12.13.17.20
自然観察、生き物観察を通し疑問に思ったことをタブレットや図鑑で調べ年齢にあわせ
作ったり描いたり、文章にし興味をもったことを深く探求します。

【クッキング】
感染対策、アレルギーのあるお子さんへの配慮として共同作業、道具の共有をせず、
自分の分だけ作る、盛り付けます。
【フェイクパフェ】
紙粘土や樹脂粘土で本物そっくり
なパフェを作ります。※一人分の
材料で何種類か作ります。

担当：板垣すが子（絵画美術講師）
【段ボールの家・迷路作り】
広いホールで大きな段ボールの家、
迷路作りとできた街で遊びましょう
【木工作】
木材、釘、トンカチを使い使える物、
遊べる物を作ります※年齢に応じ釘
ではなくピンにするなど安全に配慮
し実施
担当：中田明子
【動物パン作り】
ホームベーカリーで生地を作り
自分の好きな形に成形し焼きます。
【フルーツゼリー作り】
果物を使いゼリーを作ります。
担当：ただじゅん
【あそびっこ】
息つく暇なしの楽しい遊び満載！
太鼓、囃子も体験しよう

【おもしろアート】
氷、塩、小麦粉を着色しおも
しろ絵の具の感触を楽しんだ
り造形表現を楽しみます。

担当：ザッキー
【色水実験】
食塩飽和水の原理を
使い、何層にも重な
る不思議な
水を作る実験です。

【モーター実験】
モーターの仕組みを
知り組み立て動く車
を作ったら、広い部
屋で競争しましょう。
担当：
砂山ちひろ（陶磁器作家）

【陶磁器メダル】
粘土をこねて、焼いて、色
づけしオリジナルメダルを
作りましょう。
※焼き作業に日数を要するため当
日持ち帰りは不可
※先生の作品はインスタでご覧下
さい

担当：東京Aリス
【ステンドグラス
風うつわ作り】
涼しげでカラフル
なステンドグラス
デザインを施し夏
らしい器（グラス、
容器、食器から選
択）を作ります

担当：S&S
Entertainment
Studio
【レッツダン
ス】
音楽にあわせて
楽しくダンスを
しましょう！初
めてでも大丈
夫！

