
2020 年  こぐま松尾アフタースクール  春休み(変更)企画

日程
内容 持ち物・別途代金

Am 8：30～13：30 Pm 13：30～17：30 Am Pm

3 月 25日 (水) いちご狩り

出発９：００ 帰園 14：00     

３０分間の食べ放題。いくつ食べら

れるかな？

体育あそび(15：30～)

専門講師による体育レッスン。

跳び箱何段とべるかチャレンジし

よう！

水筒・帽子・タオル

お弁当・敷物

いちご狩り代 1600 円

水筒 ・体操

服・タオル

3 月 26 日 (木) ＊鴻巣山運動公園

出発９：００ 帰園 1４：30

140 メートルローラー滑り台、要塞をモチーフにした木製大型遊具。

1 回転するロープトンネル。怖がらずに挑戦できるかな？

水筒・帽子・タオル

・お弁当・敷物

3 月 27日 (金) 英語でクッキング&お花見

出発９：００ 帰園 14：00

サンドイッチを作って嵐山でお花見

をしよう。スープも持って行くよ

バレエ体験(15：30～)

バレエは正しく美しい姿勢を身に

つけることができるよ！

男の子も女の子もやってみよう

水筒・三角巾・エプロ

ン・敷物・お箸・帽子

空の魔法瓶(スープ用)

クッキング代(給食)400 円

水筒・動きや

すい服装

・タオル

3 月 30日 (月) ＊万博公園に行こう 出発９：００ 帰園 15：30

1970 年に開幕した大阪万博は、2020 年で 50 周年を迎えます。桜が満開の

公園で思い切り身体を動かして遊ぼう！

水筒・帽子・タオル

お弁当・敷物

入場ほか １００円

3 月 31 日(火)は職員研修の為休園です

4月 1日 (水) ＊伊丹スカイパークへ行こう

出発９：００ 帰園 16：00

空港へ行って、飛行機の着陸や離陸を見に行こう。近くで見ると、迫力満

点！大きな飛行機に感動間違いなし。

水筒・帽子・タオル

お弁当・敷物

4月 2日 (木) 桂坂野鳥遊園

野鳥を観察するための観鳥楼、小

川が流れる芝生の広場、広葉樹林

が広がる裏山を巡る散策路などが

あります。春の自然を満喫しよう

くるくるレインボーを作ろう

竹ひごを回すとテープがいろんな

形に変わってキラキラきれいに見

えるよ

水筒・帽子・長ズボン

手袋・運動靴

水筒

持ち帰り用

の袋

4月 3日 (金) ＊春野菜採り(丹波) 出発９：００ 帰園 15：30

春野菜を採りにいこう。

収穫の後は、公園で寒さに負けず遊ぼう。

水筒・帽子・タオル・お弁当・敷物・軍手・

長靴

野菜収穫代 400 円（収穫野菜のお土産付）

4 月 6日 (月) ＊梅小路公園で写生大会

出発９：００ 帰園 12：00

春の公園は桜が満開！きれいな景

色を絵で表現しよう。

桜の花びらで製作

公園で拾った桜の花びら。使わな

いともったいないですよね！

何に変身出来るかな

水筒・帽子・タオル・汚

れても良い服

敷物・クレパス

水筒

4月 7日 (火) ＊矢橋帰帆島公園  出発９：００ 帰園１５：００

大人気のロープジャングルジムは 5 つのピラミッド型ジャングルジムが連

なったもので、中央のいちばん大きいジャングルジムは、なんと高さ 10 メ

ートルあります！おもしろ自転車にも乗ってみよう。

水筒・帽子・タオル・お弁当・敷物

おもしろ自転車代１９０円

上記の持ち物と「上靴・筆記用具・宿題等」、給食を申し込まれた方は「お箸・コップ」をリュックサックに入れて持ってきてくだ

さい。

＊印がある行事は最少催行人数に満たない場合等に、内容や場所を変更することがあります。ご了承ください。

＊園外の 1日プログラムの日は、午後のみの申込は出来ません。



2020 年 こぐま松尾アフタースクール 春のプログラム申込書

申込日     年    月    日  

緊急連絡先 ① ②

住所
〒                                           

連絡事項
体質、アレルギー等

申込日に○を記入してください

日程 AM 出欠 PM 出欠 給食希望

3 月 25日 (水) いちご狩り 体育遊び

3 月 26 日 (木) 鴻巣山運動公園

3 月 27日 (金) 英語でクッキング&お花見 バレエ体験 ○(クッキング)

3 月 30日 (月) 万博公園に行こう

4月 1日 (水) 伊丹スカイパーク

4月 2日 (木) 桂坂野鳥遊園 くるくるレインボー作り

4月 3日 (金) 春野菜採り

4月 6日 (月) 梅小路公園で写生大会 花びらで製作

4月 7日 (火) 矢橋帰帆島公園

利用回数 単価(日) 回 数 計

利用料

半日利用 ￥1,500 ×(   )回 ＝￥

1 日利用 ￥3,000 ×(   )回 ＝￥

4日以上利用 ￥2,500 ×(   )回 ＝￥

給食 ￥400×(   )日 ＝￥

追加料金 (    )+(    )+(    )+(    ) ＝￥

延長料金 17：30～18：30
30 分 300 円 18：00 まで 3回以上の場合 1,000 円

      18：30まで 3 回以上の場合 2,000円
＝￥

合計金額 ￥           

                                                                 

※ 給食費を 400円に値上げ致しました。当日キャンセルの場合は

返金出来ません。ご理解のほどお願いいたします。   

※ 利用希望日の 1週間前までにご予約の上、利用料は利用開始までに

現金にてお支払いください。

小 学

校名
小学校

学年 新         年生                

ふりがな 会員種別 レギュラー ・ スポット

名前 生年月日

領 収 印


