忙しいお母さん必見！
お弁当提供可能！500 円

申込み先着順
申込み締切り
申込み方法

2018 年

※全て料金は引き落としとなる為、当日の料金精算
は致しません。

※ 7/26( 木 ) 魔 法 瓶 記 念 館 参 加 者 、
8/6(月)毎日新聞参加者、
8/28(火)、8/29（水）ミスドキッチン
参加者は、プログラムの関係上注文できません。

7/7（土）

わくわくＨＯＭＥ
夏休みプログラムカレンダー

レギュラー会員/指定申込み用紙のみ
スポット会員/れんらくアプリのみ

申込み用紙提出先
職員室/わくわく home 大藤・出原宛

7/19（木）

7/20（金）

ピザ作り＆スイカ割り
生地からピザを作って食べてみよう！
夏と言えばスイカ割り！目隠しをしながら
一刀両断できるのか！？わくわく名物企画★

[時間] 11：30 ～ 17：00
[持ち物] エプロン・水筒・校内服・帽
[参加費]500 円 [募集人数] 40 名

7/23（月）

プール＆虫取り大会

プールの後は虫取り大会！
緑豊かな学園の中には、生き物の楽園♪
ipad で撮影して、みんなで見つけた物を
発表しよう！
[時間] 11：00 ～ 17：00
[持ち物]お弁当・水筒・水着・バスタオル・サンダル
校内服・赤白帽子・ipad
[募集人数] 40 名

みんなで作り上げたわくわくオリジナルユニフォーム！
オリジナルグッズ第 2 弾はハンカチ作り。
みんなで話し合って素敵なデザインを考えよう！
参加者には、後日オリジナルハンカチをプレゼントし
ます！

[時間]11：00 ～ 17：00
[持ち物]お弁当・水筒・水着・バスタオル
サンダル・筆記用具・校内服
[参加費]500 円 [募集人数] 40 名

7/24（火）

[時間]11：00 ～ 17：00
[持ち物]エプロン・水筒・着替え（普段着・下着）
サンダル・校内服・赤白帽子・タオル・ビニール袋
[参加費]1000 円 [募集人数] 20 名

7/30（月）

プール＆
中川さん製作（弓矢作り）

昔遊び名人の中川さん！今年も保護者の方
からも好評だった、竹で作った本格的な弓
矢作りに挑戦！

[時間] 11：00～17：00
【持ち物】お弁当・水筒・水着・バスタオル
軍手・校内服
[参加費]500 円 [募集人数] 40 名
8/2（木）

餃子作り＆
中川さん製作（写真立て作り）

パリパリジューシー餃子作り！自分達で作
った餃子と売っている餃子を食べ比べて
みよう！お昼からは昔遊び名人の中川さ
んとネイチャークラフト♪かわいい写真た
て作りを作ろう★
[時間] 11：00～17：00
[持ち物]エプロン・水筒・軍手・校内服
[参加費]1000 円 [募集人数] 40 名

川遊び in 仁川

わくわくホームの夏の風物詩！ライフジャケットを着用
して、大自然へジャンプ♪今年は何人のチャレンジャー
に出会えるのか？帰りは仁川で有名な駄菓子屋さん
へ！2018 年夏の思い出になる事、間違いなし！
[時間] 9：30 学校出発 (時間厳守) -17：00 着
[持ち物]水着・ウォーターシューズ（濡れても良い運動靴）
・バスタオル・ゴーグル・お弁当・水筒・レジャーシート・帽子
[参加費]1800 円 [募集人数]15 名
※雨天の場合(前日雨の場合)は、プログラムを変更致します。

7/25（水）

プール＆プログラミング体験

個別指導塾ライジング 家村先生を招いて、
プログラミング体験。自分の ipad でドローンを飛ば
し、画面上でキャラクターを動かそう！

[時間]11：00～17：00
[持ち物] ipad・お弁当・水筒・水着
バスタオル・サンダル・校内服
[参加費]300 円[募集人数]40 名

うどん作り＆水風船バトル
小麦からうどんを作れるか！？
お昼からは 1000 個の水風船を使って、中庭で学年
対抗の水風船投げ大会！・・最後はきちんと片付け
もしましょうね！昨年大人気の企画が帰ってきた★

7/21（土）
8/20（月）

プール＆オリジナルグッズ作り会議

7/26（木）

7/26（木）

初企画

オムライス作り＆
図書館・駄菓子屋ツアー

クッキングはオムライス作り。
お昼からは野畑図書館で特別な読み聞かせ会
味噌汁・しらす丼作り＆
があるかも！？帰りは駄菓子屋さんでおやつを買って
○○○○
食べよう！
【時間】11：00～17：00
[持ち物]エプロン・水筒・校内服・帽子
[参加費] 600 円
[募集人数] 40 名

7/27（金）

魔法瓶記念館見学ツアー
（7/23 水風船バトルとの選択）

初企画

魔法瓶はどうしていつまでも冷たいの？
真空ってなに？
天満橋にある魔法瓶記念館へ、魔法瓶の秘密を
勉強しに行きましょう！

[時間]10：00 ～ 17：00
[持ち物]お弁当・水筒・校内服・赤白帽子
[参加費]500 円 [募集人数] 20 名

味噌汁・しらす丼作り＆
北先生ハングル体験＆ホットック作り
「だし」から味噌汁を作った事はありますか？
日本の味をみんなで作ろう！
お昼からは北先生と韓国語を学び、
韓国のおいしいデザート「ホットック」を作ろう！
[時間] 11：00 ～ 17：00
[持ち物] エプロン・水筒・校内服・帽子
[参加費] 1000 円 [募集人数] 40 名

8/1（水）
7/31（火）

焼きそば作り＆
氷まつりでわっしょい体験

簡単クッキング！焼きそばにチャレンジ！
パリパリに仕上げよう！
お昼からは、氷を使ったボーリング
「こおリング」大会！狙った通りに投げられるか？
最後は、本物のカキ氷機を使ってカキ氷食べよう！

[時間] 11：00～17：00
[持ち物]エプロン・水筒・校内服・赤白帽子
[参加費]800 円 [募集人数] 40 名
8/3（金）
8/3（金）
8/4（土）

名物！学校お泊りキャンプ
[時間]集合 9：00～説明開始 10：00
解散 翌日 10：00 なかよし像前
[持ち物] 後日参加者の方へしおりをお渡しします。
[参加費]6,000 円（金曜日レギュラー会員/振替利用者）
11,000 円（金曜日レギュラー会員以外の利用者）
[募集人数] 30 名 申込み先着順となります。

プール＆水風船バトル
1000 個の水風船を使って、中庭で学年対抗の水風
船投げ大会！・・最後はきちんと片付けもしましょう
ね！2 回目にはスペシャルな物も登場するかも！？

[時間]11：00～17：00
[持ち物]お弁当・水筒・着替え・（普段着
下着）・サンダル・校内服・タオル
ビニール袋
[参加費]500 円[募集人数] 40 名

わくわく HOME

夏休みの一日の流れ

防犯上、９：００より前の登校はご遠慮ください。
9：00～10：30 来校 宿題タイム+読書タイム
10：30～11：00 朝の会
11：00～12：00 午前のメインプログラム
12：00～13：00 昼食タイム
13：00～14：00 お昼寝タイム
14：00～16：00 午後のメインプログラム
16：30～17：15 おやつタイム/絵日記タイム
17：30 [阪急 バス] 送迎班出発
17：30～19：00 教室待機 お預かり

※持ち物には必ず名前の明記をお願いします！

一

案

8/6（月）

8/6（月）

毎日新聞見学

8/7（火）

冷やし中華＆
中川さん製作（鉄砲作り）

（8/6 毎日新聞見学との選択）

こども新聞を発行している毎日新聞へ社会見学！
次の日の朝刊に訪問した様子が掲載されます。
新聞がどのように掲載されるか勉強しよう！
※参加希望の方で、新聞への写真掲載不可の方は
事前にご連絡ください。

いよいよ６年目に入りました♪男の子も女の子
も大盛り上がり♪名物企画★
新聞紙で作った刀で、真剣勝負！
歴代のわくわくチャンピオンこの日に集まれ！
最後には、あの人が現れるかも！？

[時間]10：00～17：00
[持ち物]お弁当・水筒・校内服・赤白帽子
[参加費]300 円
[募集人数] 20 名

[時間]14：00～17：00
[持ち物]お弁当・校内服・水筒
[募集人数] 20 名

8/8（水）

8/9（木）

映画鑑賞会
大きなスクリーンにポップコーン・ジュースを用意して
本格映画を再現！期間限定のわくわく映画館
open！みんなのリクエスト映画が上映されるかは、
お楽しみ♪参加者の方は、リクエスト受付けます♪

万華鏡作り
（8/20 川遊びとの選択）

自由研究プログラム。トイレットペーパーの芯や、
家にある材料で作った、自分だけのオリジナル
万華鏡で鏡の世界を体験しよう！

[時間]14：00～17：00
[持ち物] お弁当・水筒・校内服・ハサミ・
マスキングテープ・シール等
[参加費]500 円 [募集人数] 25 名

夏の定番料理冷やし中華！さっぱりしたものを食べて
夏をのりきろう！
今回の昔遊びは鉄砲作り！どんなものができあがるか
はお楽しみに！自由研究にもお勧め♪
[時間]11：00～17：00
[持ち物]エプロン・水筒・軍手・校内服
[参加費 800 円

8/10（金）
8/11（土）

ビビンバ作り＆
図書館・駄菓子屋ツアー

クッキングはビビンバ作りです。辛いものを食べて
夏バテ予防だ！お昼からは西南図書館へ行って、
駄菓子屋さんでおやつを買って食べよう！
【時間】11：00～17：00
[持ち物]エプロン・水筒・校内服・帽子
[参加費] 600 円
[募集人数] 40 名

[時間] 11：00～17：00
[持ち物] お弁当・水筒・校内服
[参加費] 300 円 [募集人数] 40 名

8/20（月）

わくわくチャンバラ

[募集人数] 40 名

サイエンスツアーに出発

★「自然科学の芽」を育てる１泊 2 日の旅行企画★
[時間]集合 9：00～説明開始 9：30
解散 翌日 16：00 なかよし像前
[持ち物] 後日参加者の方へしおりをお渡しします。
[参加費]10000 円（金曜日レギュラー会員/振替利用者）
15000 円（金曜日レギュラー会員以外の利用者）
[募集人数] 40 名 申込み先着順となります。

8/22（水）

プール＆
中川さん製作（すみっ○ぐ○し製作）

8/21（火）

ペットボトルロケット
水しぶきをあげながら空高く飛び上がるペッ
トボトルロケット！半端ない！？程に遠くまで
飛ばせることは出来るのでしょうか！？
みんなで大成功させよう！
[時間]14：00～17：00
[持ち物] お弁当・水筒・校内服
[参加費] 300 円 [募集人数] 30 名

今女の子に話題の！？すみっ○ぐ○しを裁縫で作
ってみよう！男の子もオリジナルキャラクターを作
ってみよう♪裁縫男子に目覚めるかも！？

[時間]11：00～17：00
[持ち物]お弁当・水筒・水着・バスタオル・
サンダル・校内服・軍手・ビニール袋
[参加費]500 円[募集人数] 40 名
8/27（月）

プール＆映画鑑賞会
8/23（木）

8/24（金）

流しそうめん＆
わくわくチャンバラ

夏休み恒例！竹を使った本格的な流しそうめん
体験！頑張って麺をつかもう！
お昼からは、わくわく名物企画！新聞紙で作っ
た痛くないチャンバラで、真剣勝負の戦いを行い
ます♪今年のチャンピオンは果たして・・

[時間]11：00～17：00
[持ち物] エプロン・水筒・校内服・
赤白帽子・水着・サンダル・タオル
着替え・（普段着・下着）・ビニール袋
[参加費]500 円 [募集人数] 40 名
8/28（火）

天王寺ツアー

男の子も女の子も T シャツ生地に様々な布を使っ
てオリジナルの服作り！最後はみんなの前でファッ
ションショー！どんな服が出来上がるのかな？
[時間]11：00～17：00
[持ち物]水着・バスタオル・サンダル・お弁当
・水筒・校内服・裁縫道具・
デニムのズボン or スカート
[参加費] 800 円

8/29（水）

地上 300ｍあべのハルカスのヘリポート部分に登
って絶景を楽しもう！勇気のある人は話題の
※エッジザハルカスにも挑戦！(身長制限 145ｃｍ
以上)高いところが怖い子は、あべのハルカス美術
館で、未来の遊園地遊びを堪能しよう◎

プール＆北先生企画
わくわくファッションショー

[募集人数] 40 名

カレー作り＆スイカ割り

夏バテ予防にカレーを作ろう！
お昼からは今年最後のスイカ割り！夏のいい思い出
を作ろう！

[時間]9：00～17：00
[持ち物]お弁当・水筒・校内服・赤白帽子

[時間] 11：00～17：00
[持ち物] エプロン・水筒・校内服・赤白帽子

[参加費]2000 円※参加希望の場合 3000 円

[参加費] 500 円 [募集人数] 40 名

大きなスクリーンにポップコーン・ジュースを用意して
本格映画を再現！期間限定のわくわく映画館
open！みんなのリクエスト映画が上映されるかは、
お楽しみ♪
[時間] 11：00～17：00
[持ち物] お弁当・水筒・水着・バスタオル・サンダル・校内服
[参加費]300 円
[募集人数] 40 名

8/29（水）

ダスキンミュージアムツアー
[3 年生以上限定]
（8/29 スイカ割りとの選択）

大人気ダスキンミュージアムツアー
ドーナッツワゴン体験で、ドーナッツボール
にお好みのトッピングをしよう♪
[時間] 10：00～17：00
[持ち物] お弁当・水筒・校内服・赤白帽子

[参加費] 800 円 [募集人数] 15 名

講

師

紹

介

[募集人数] 40 名

8/30（木）

プール＆
北先生と化学実験！水の上を歩こう！
＆一流小学生を目指そう！ゲーム
①
②

水＋○○で水上を歩ける実験を行いま
す！？果たして成功するのかな・・
TV でもおなじみの格付け番組★どちらが
本物かを見極めてみよう！

8/31（金）

お弁当作り＆
プロジェクトアドベンチャー

N クラブ工房責任者
中川永次さん

好きなおかずを入れて自分だけのお弁当を
作ってみよう！
お昼は 2018 年最終日企画！
みんなの力を１つに♪リーダーからの課題をクリアー
して、全員で達成感を感じよう！感動して泣いてしま
子も！？

[時間] 11：00～17：00
[持ち物] お弁当・水筒・水着・バスタオル

[時間] 11：00～17：00
[持ち物] エプロン・水筒・校内服

サンダル・校内服
[参加費]1000 円 [募集人数] 40 名

[募集人数] 40 名

[参加費]500 円

チアリーダー部コーチ
北 萌先生

リーダー紹介
高校生ボランティアの
お兄さん・お姉さんも
参加予定です★

思い出に残る
小学校生活を！

