
おしらせ
帰りのお迎え
入口横のインターフォンを押して、お子様のお名前をお伝え下
さい。スタッフがお子様を下まで送りだし致しますので、1階
玄関でお待ち下さい。
※自力入室の方も入室の際はインターフォンを押してお子様を
中に入れて下さい。

お迎え時間
[アフタースクール] 基本プラン　１７：５０ ～ １８：３０まで 
　　　　　　　　レッスンプラン　１７：１５ ～ １７：３０まで 
[キンダー]１７：００ ～ １７：１５まで

駐車禁止区域
FUNFUNの駐車場が満車の場合は、
FUNFUNの建物の横を超えた、小学
校とFUNFUNの間の坂道にお願いし
ます。※FUNFUN建物横の信号付近
は、他の方の妨げとなる為、もう少
し先の所へ駐車下さい。
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萱野北小学校

入室
手洗いうがい

5月頃までは、手洗
いうがいの声かけな
どサポートします。

ウェルカムレッスン
英語で簡単な挨拶や単語で
ウォーミングアップをしま
す。

フリータイム
宿題が終わったお友達や、先生と
遊びます！かくれんぼ、鬼ごっこ
トランプ、ぬりえ等色んな遊びで、
レッスン前に楽しみます♡

宿題

掃除、アニマルケア
Aクラス→机&椅子拭き
Bクラス→床掃除
Cクラス→アニマルケア

レッスン
16:15-35 Lesson 1限目
16:35-55 Lesson 2限目
16:55-17:15 Lesson 3限目

トイレ休憩

フリータイム
残っている子と先生で遊んだ
り、英語のアニメを見たりし
て、お迎えを待ちます。

オールイングリッシュ
プレイタイム

外国人講師と英語のみで遊びます。難し
い英語は一切必要ありません！氷鬼など
みんなが好きな遊びをしたり、先生オリ
ジナルのゲームで遊んだりします。

1日の流れ

Spring school♪

レース大会

お団子作り

ゲーム大会

ロリポップ作り

イースターパーティー

いちご飴作り
ワッフル作り

パフェ作り
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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←マンスリーレター第5号で紹介させて頂いた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→

水曜日への振替不可
すでにお知らせの通り、水曜日が定員に達しておりま
す。そのため水曜日への振替及び追加利用は、現在お受
けできない状況でございます。
誠に申し訳ございませんが、当面の間、水曜日のレギュ
ラー利用の方以外のご利用は一時中止とさせていただき
ます。他の曜日に関しては今まで通りで大丈夫です。
ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。

ドレッシングの販売
ランチでもよく登場する手作りドレッシ
ングは、Funfunで購入可能です。購入希
望の方は、メール又はお迎えの際にお声
掛けください。
※会費と一緒に自動引落も可能です。
プレゼント用も用意しておりますので、
お気軽にご相談ください。

会員特別価格ゴマ・人参　各1本 ¥400 (税込)
山手公園まつり
山手公園祭りは8/24（土）に日程が決まりましたので、
お知らせいたします。ダンスチームの出演予定です。

おしらせ

新スタッフ紹介

Naomiからのお知らせ

Yuka先生 
（キンダーバイリンガル講師）

先日、とある塾の塾長さんとお話しする機会がありました。

「大学入試でも英検資格を持っていると優遇される大学が増えている
ので、英語の得意な子は早めに優遇される級を取得しておくと、大学
受験の時にかなり助けられる！」ということでした。塾でも英語の得
意な子には英検の受験を勧めているようでした。

私が調べただけでもかなりの大学が優遇措置を設けていました。英
検、TEAP、IELTS の資格やスコアで、入学金・学費免除や奨学金給
付制度を提供する大学もありましたよ。私立中学や私立高校でも英検
の優遇措置を設けている学校が増えています。下記の英検ホームペー
ジのサイトで優遇措置を設けている学校を調べることが可能です。
FunFunの英検対策講座でも現在５級から２級の受講者がいます。２
級の受講者はもう中学生ですが、コツコツ先を見据えて継続して頑
張っています。
FunFunに来ているみんなもぜひ挑戦していきましょう。
FunFunでは年に１回１０月に準会場として英検を実施しています。
いつもレッスンを受けている教室で試験を受けることができるので、
安心して実力を発揮できると思います。今年は１０月５日土曜日で
す！受験予定の方は予定をチェックしておいてくださいね！

参考サイト⬇
https://search.eiken.or.jp/qualification/

私は現在二児の母です。私は今
まで看護師からCAまで様々な経
験をさせて頂きました。いつも
何事にも前向きにチャレンジす
る！を大切にしています。子供
たちにも自分らしく、沢山のこ
とにチャレンジして欲しいと
思っています。
子供たちが、いつも安心して楽
しく過ごせるようにお手伝いさ
せて頂きます。

サマーキャンプ日程変更
今年のサマーキャンプは、7/21.22（日・月）に予定を変
更しました。今回は奈良県の廃校した小学校をリフォー
ムした宿泊施設「三季館」にとまりますよ♡

最初はドキドキ不安だった新会員のお友達も徐々にFun Fun の生活に慣れてきました。新しいお友達も出来、先生
との会話も少しずつ増えて来た様子です♪上級生の子ども達も下級生の面倒を見たり、教えたりと成長した姿が見ら
れスタッフも喜びを感じてます。 
またマンスリーには重要なお知らせもございますので、必ず読んで頂けますようお願いします。

https://search.eiken.or.jp/qualification/
https://search.eiken.or.jp/qualification/


3＆4月の習い事（１）

ダンス（火):

書道 (木)(金):

書道 硬筆

4月になり、8名の新規入会の１年生が増えにぎやかになりました。
今年の新１年生はお兄ちゃんやお姉ちゃんが先に入会している子が多く、慣れるのも早い印象がありま
す。また、その安心感からか、最初から落ちついて集中して課題に取り組めています。
上級生は新一年生の良い見本となれるように、無駄話をせずに頑張ってくださいね。
また、今回の昇級審査の結果は、１年以上も昇級せずにずっと停滞していた子たちが、数名昇級してい
ました。どうせ上がらないと諦めモードに入っていたので、嬉しかったと思います。
新学年の良いスタートがきれたと思うので、これからも何事も諦めずにコツコツと頑張りましょう！
継続は力なり！

ダンス（土): どーも！！！サタデーダンスクラスです！！！
このたびサタデー ダンス クラス、
DA PUMP 全日本いいね選手権 最優秀作品賞 Getしました～～～～！！！！
日本一です！！！NO'１です！！！最高です！！！
子ども達の頑張りあり、保護者の方々の温かいサポートあり、Fun Fun講師陣の熱いソウルがあ
り、感謝 感激 絶好調！！！
この勢いで、このままサタデーダンスクラスのりにのっていっちゃいます！！！
Fun Fun イェ～～～～イ！！！ありがとうございました♪

牛  楽涛       7級
荒木  健太朗  7級
中井 優花     6級
尾本  結佳子  初段
遠近  天詩     4級
吉良  伊織     4級
池田   怜生    3級
市原   美佳    1級
笠井   咲希   1級
下柿元  誉     1級

浦島   花怜    4級
橋本   湊        5級
濱崎   絢菜    7級
雨田   唯花    5級
篠塚    一花   2級
清水    太智   1級
藤谷    詠       2段
間島    悠仁    4級
湯浅    慶祐    3級
玉置    彩音     2段

中井   優花   3級
遠近   天詩   1級
尾本  結佳子  3段
井手  優育     1級
浦島   花怜   1級
濱崎   絢菜    4級
雨田   唯花    5級
篠塚  一花 4級
乾   瑠馬  4級
清水太智  1級
山本 理紗  2段
大橋  和佳  4段
湯浅 慶祐   2級

昨年10月から火曜ダンスのクラスを受け持たせてもらって、気付けばもう新年度がスタート！
本当に早いです(笑)ウィンターフェスティバルで喝を入れて必死で練習してたのが懐かしいです(*´꒳`*)
年度末は、数人の仲間が色んな形で卒業したりと残念なこともありましたが、残った仲間も新しい仲間も心機
一転とてもいい雰囲気でレッスンに励めているんじゃないかと思っています！
ダンスのステップの名前を覚えてくれていたり、意欲的に練習している子たちも増えてきて本当に嬉しい限り
です！それぞれ個性がありすぎて、元気すぎてどうしようと思うこともありますが(笑)…そんなみんなが可愛
くて仕方ありません！ダンスを通して、なにか一つでもみんなの成長に繋がればと願いレッスンさせて頂きま
す！今年も一年、どうぞよろしくお願いします！

FunFunKids会員の皆さんのみ 
５月末までサタデーダンスビギナークラスの無料体験
をしています。５月末までなら、何度でも無料！！ 
土曜18:30～19:30まで。女の子歓迎！！



ピアノ（月):

3＆4月の習い事（２）

ピアノクラスには、4月から新しい生徒さんが二人入ってきてくれました！初めてピアノを習うので最
初は覚えることが多くて難しく感じるかもしれませんが、個人レッスンですのでそれぞれの生徒さんに
合わせたレッスンで頑張っていきたいと思います！まずは、今からウィンターフェスティバルまでの成
長を楽しみにレッスンしています。

空手 (水): ３月１０日に、武道館ひびきにて、井上道場　道内大会が開催されました。この大会は、井上道場の道場生全員
（組手をしている人のみ）が参加する道場生同士の大会です。トーナメントも細かく分け、出来る限り実力が近
い相手と当るように考えて組んでいます。
ですので、誰にでも勝つチャンスがある大会となっており、試合に出た事がない子や、外部試合でなかなか勝て
ない子は、特にこの大会をきっかけにしてほしいと思います。そういう意味もあり、基本的には全員参加の大会
となっています。如意谷道場からもほとんどの子が参加してくれました！
組手練習では、打たれ弱く、いつも逃げ腰の子が、試合では積極的にどんどん攻撃し、
相手の攻撃にも耐え、見事初優勝した子。
体調不良でもやれるとこまでやる！と自分で決めて、見事準優勝した子。
最後まで、諦めず手を出し続け、３位入賞を果たした子。
練習に成果をしっかり発揮し、優勝をつかみ取った子。
本当にみんな良く頑張りました！！
試合に出るというのは、子供も親も大変です。試合は１日仕事なので、休みが丸１日つぶれることもあります。
そんな大事な休みを犠牲にして、家族で挑む試合。もちろん勝つ時もあれば負ける時もあります。
結果は必ずついてきますが、それ以上に得る物は大きいです。
親も子も、真剣に取り組めば、その意味は必ず分かっていただけると思います。
大会では、スタッフをお手伝いいただいた保護者の方、自分の試合が終わっても、仲間のために最後まで大きな
声で応援してくれた道場生。審判をしてくれた道場生や他流派の先生方。本当にありがとうございます！
色んな方の協力で大会が成り立っています。これからもよろしくお願い致します。

＜認定式＞
２月１７日に行われた、冬季昇級審査会の認定式を行
いました。
如意谷道場生もほとんどが受験し、今回は何とかみん
な合格でした＾＾ギリギリの子も数名したね＾＾；
前回落ちた子も、今回は無事合格してよかったです！
また夏の審査に向けて頑張りましょう！
夏の審査は、夏合宿に行った人だけが
受験出来るのでお気をつけ下さい。


