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書き損じはがき・未使⽤はがき・未使⽤切⼿

※��はがき・未��のものが��です

登録がまだお済でない⽅はQRコードより。�
※登録は⼀分程度で終わります。

※登録解除はいつでも可能です。

チャイルドアイズ・忍者ナイン・レプトンの

スタッフが書くメールマガジンです。

教育のプロである私たちが

実践的な情報をお届け！

保護者様が⼦育てに⾃信を持て、⼦ども達が

笑顔になれるようにサポートします。

今⽉号の内容：

ネクストリーダーアカデミー開催
SDGsで世界と繋がり表現する2日間

忍者ナイン  おすすめシューズ
「ゆび助」のご紹介

チャイルド・アイズ
夏の特別プログラム実施中

にんじゃ
ちゃいるど 通信
れぷとん

■今⽉の休講⽇■

チャイルド・アイズ

忍者ナイン

レプトン

全ラボ

8/10(⽕)〜8/14(⼟)

⽉
号
⽉
号
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8/10(⽕)〜8/14(⼟)
8/31(⽕)�
※31(⽕)�受験授業は⾏います。

8/9(⽉)〜8/14(⼟)

ご協⼒よろしくお願いいたします

NPO��FLOWでは
はがき・切⼿を�めています

FLOWメールマガジン配信中！

�まったはがきや切⼿は、

�しく�ぶ��

�しく�動する��が

�ないこどもたちへの

�援として�立てられます

お�いの��へお持ちください



【箕⾯桜井ラボ ⼊⾨（3・4歳）クラス
9⽉より再開します！※時間変更あり※】
箕⾯桜井ラボ ⼊⾨（3・4歳）クラスを再開します。
時間変更ございますので下記ご確認ください。

■新設：13:00〜13:50
この機会にぜひご体験ください！

※右記のQRコードより
在籍⽣は転籍も可能です。

【裸⾜感覚で履ける‘‘ゆび助’’のご紹介】

⾜の指をしっかり使って⾜本来の

機能を使えるように開発された

お⼦様に最適なシューズ【ゆび助】

をお勧めしています！

サイズ：15〜21cm（1㎝刻み）
カラー：ネイビー/ピンクレッド/ブラック
    ホワイト/オリーブグリーン/
    アクアブルーイエロー/
※17㎝〜試し履き可能です。
原則返品は受付いたしかねますので試し履き後、

ご購⼊いただくことをおすすめします。

【SDGsは⼦どもが学ぶ時代に】

⼦ども達がSuitable�Development�Golas、略して
SDGsを学ぶことは、世界で何が起きているのか知り
我が事として捉えることから始まります。

今では、学校の授業でも取り上げれる機会が増え、

また私⽴中学受験でも採⽤されています。SDGsを⼦
ども達が知っておくことはとても価値があります。

【現役⼤学⽣がサポート】

関⻄学院⼤学、同志社⼤学、神⼾⼤学、⼤阪府

⽴⼤学の現役⽣が⼦ども達をサポート。少⼈数

性でフォローアップします。

忍者ナイン�箕⾯桜井ラボ�

⼊⾨(3・4歳)クラス�9⽉より再開！

ゆび助のご紹介

チャイルド・アイズ

★夏の特別プログラム実施中★

【聞くだけではなくアウトプットにこだわる】

⼦ども達に⾏って欲しいのは、⾃分で考え、それを

相⼿に伝える訓練です。SDGsについても考え⽅は
様々です。正解を求めるのではなく、⾃由に

そしてクリエイティブに表現する仕組みとして

ミニプレゼンテーションを実施予定です。

■対象

⼩学⽣1年⽣〜
■⽇程

8/23(⽉)、8/29(⽇)
※単発参加可能

■時間

9時〜11時半予定
■持ち物

筆記⽤具、⽔筒

詳細はLINEグループにて
右記のQRコードからお申し込み後、
当⽇に現⾦にてお⽀払いください。

募集開始！ネクストリーダーアカデミー単発開催

SDGsで世界と繋がり表現する２⽇間�8／23(⽉)・29(⽇)

７⽉に引き続き、実施中です！

今からのお申込みでもOK。⽇程はご相談。
内部⽣13,200円、外部⽣16,500円

■知育レッスン4回体験(初めての⽅対象)
知育って何するの？実際のレッスンでじっく

り体験！

■思考⼒アドバンスコース4回体験
(⼩学⽣対象※Sコース受講⽣も対象です)
⾃分で筋道をたてて考えていく⼒、

問題⽂を理解する⼒から養いましょう！

■⼒だめしコース
(知育D/T/Q/Cコース受講⽣対象)
お⼦さまの今の⼒をオリジナルプリントで明

確に分析！

【お問い合わせ】

チャイルド・アイズ箕⾯校

TEL:072-734-7692

【各1レッスン税込】
●内部⽣:3,500円
※忍者ナイン、チャイル

ド・アイズ、レプトン⽣

●外部⽣:4,000円

ご購�はこちら↑

【FLOWのSDGsはスウェーデン仕込み】

FLOWがネクストリーダーアカデミーで取り上げる
SDGsはSDGsの世界評価トップレベルのスウェーデ
ン流。2018年、2019年度現地を訪問し、SDGsとは
何か？を実際触れてきた物を⼦ども達にお伝えし、

考えてもらいます。

【過去のNLA参加者の⽅へ】
⼤変お待たせいたしました。NLAが復活致しま
す。ミミズも元気に増えています。また、お会

い出来るのを楽しみにしています！(花城)



FLOWマネージャー　はなき

忍者ナイン レプトンチャイルド・アイズ

白浜アドベンチャーワールド
娘が2歳のころより毎年「夏」は遊びに行ってい
ます。サファリツアーやマリンライブ、フーディ
ング、真夏の炎天下に屋外を歩き回る！毎年かな
りの覚悟が必要ですが、我が家の夏の醍醐味とな
っています！

どこよりもアツい！甲子園⚾
プール？海？キャンプ？長らくそんな夏は過ごし
ておらず、田舎から出て行動範囲が広がった高校
時代から社会人になるまで、夏と言えば甲子園で
した！友人と一緒に朝から夜まで4試合、ぶっ続
けで応援団と一緒になってアルプス席で応援！
ゥワァアッ…！という歓声、たまりません！
また行きたいです！！

★8月のレッスンテーマ★
「⾛る」と「跳ぶ」です。

「⾛」は、前⾜部(つま先側)接地の
動作修得によってスプリント⼒を上

げ�また、前後左右への素早い移動が
できるように練習します。「跳」で

は、両⾜跳びや、助⾛からの⽚⾜跳

び、ロングジャンプやタックジャン

プ等いろんなジャンプを練習しま

す。

8/17(⽕)〜28(⼟)は、縄跳びを⾏い
ますので、中忍・上忍クラスのみな

さんは持って来てください。親⼦分

離・⼊⾨クラスさんは、縄跳びにつ

ながる動作を練習しますね。

保護者面談ありがとうございました
★9月より後期レッスン★

お忙しい中、保護者⾯談のお時間を頂き

ありがとうございました。保護者様との

お話の中で、どのお⼦さまもご家庭で⼤

切にされていることを強く感じ、これか

らの後期レッスンに向け、より⼀層⼒を

尽くしていきたいと思います。引き続き

よろしくお願いいたします。

※お⼦さまのマスク着⽤をお願いします

3歳以上のお⼦さまに⼊室時、マスクの

着⽤をお願いしております。ご家庭でも

必要性等をお話しいただき安全にレッス

ンが進められるようご協⼒ください。

阿波踊り 徳島の夏はサイコー
徳島出身ネタ第2弾。
夏といえば祭り。
というか阿波踊り！
昨年と今年はコロナで中止
ですが、来年こそ
魂こもった踊りが見たい！

雲が湧き立つ「熱闘甲子園！」
幼い頃からの憧れの地。かつては高校球児とし
て、そして、高等学校勤務時代は生徒と共に夢に
向かって白球を追いかけていました⚾
現在、東京五輪が熱い感動を呼んでいますが、も
うひとつの熱い夏がやってきます!(^^)!

早起きして虫取り・魚釣り
夏は様々な生物が年間を
通して活発に活動する
時期。カブトムシ筆頭に
生き物に触れるチャンス
夏の早朝はすがすがしく
それだけ得した気分に。

冷房の効いた部屋
暑い外から帰ってきて冷房ガンガンの部屋に入
るの最高ですよね！布団をかぶってアイスを食
べながら甲子園を見る。これぞ夏の醍醐味！

花火大会
浴衣を着て花火を見ながらかき氷を食べるのが最
高です😍去年・今年となくなってしまったので来
年こそは行きたいです！新潟の『長岡まつり大花
火大会』にも行ってみたいです！

★レプトンリモートレッスン★
6⽉〜スタートしております、レプ
トンリモートレッスン（LRC）引き
続きご興味がある⽅は教室までお

問い合わせ下さい！ご⾃宅から気

軽に授業が受けられます。また、

LRCを元々受講されている⽅で、振
替をご希望される際は、対⾯でも

別⽇のLRCのレッスン⽇どちらでも
お選び頂けます。

●⽔曜⽇の18:00〜のレッスンが8
⽉より、対⾯授業からLRCに完全切
り替わります！千⾥中央の⽣様、

箕⾯校の⽣徒様、関係なくご参加

可能です。

♦保護者様へのお知らせ♦

先⽣への質問コーナー�第３弾！

「夏」といえば？

忍者ナイン みかみ

チャイルド・アイズ すぎもと

忍者ナイン ひらつか

FLOW代表理事│花城 康貴

全教室サポート とくたに

全教室サポート あしたに



箕面ラボ　路上駐車について
当校箕面ラボ前の道路は「駐車禁止」道路でございます。5分以上の駐車はお控えください。

5分未満であっても運転者がいない状態で車を離れるのは禁止されています。
近隣コインパーキングをご利用ください。

マスク着用について
2歳以上のお子様（忍者ナインは全員）はご来校時にマスク着用を徹底ください。

ご協力のほど何卒宜しくお願いいたします。

【保護者様へお願い】

3rd Yuzuki (8times)

2nd Itsuki (26times)

Lepton e-learning

July

TOP 3 Students

１st  Shizuru (78times)

NPO法人FLOWが運営しているチャイルドアイズ・忍者ナイン・レプトンで
紹介キャンペーンを行っています。キャンペーンの特典は紹介者・紹介された方に

Amazonギフト券1,000円ずつプレゼント！
FLOWが運営している教室はすべて対象です！

お友達と一緒に楽しいFLOWライフを送りませんか？お待ちしております！
※入会3ヵ月継続後のお渡しで、その時点で在籍生であることが条件です

紹介キャンペーン

８⽉お誕⽣⽇のお友達８⽉お誕⽣⽇のお友達

特定⾮営利活動法⼈フロー https://flow.or.jp/ TEL:072-734-7692

編集∕花城康貴、花城律⼦、平塚義孝、三上桃愛、杉本佳江、徳⾕暢⼦、芦⾕陸⽣

・せいやくん 3歳�23⽇

・たいしくん 4歳��7⽇

・つぼみちゃん 4歳�10⽇

・かえでちゃん 4歳�18⽇

・たまきちゃん 4歳��25⽇

・ゆうせいくん 6歳�3⽇

・はなちゃん 6歳�7⽇

・さらちゃん 6歳�26⽇

・ななみちゃん 6歳�27⽇

・ゆずきちゃん 7歳�19⽇

・いとえちゃん 9歳�26⽇

・ことみちゃん 4歳�2⽇ ・そらとくん 4歳�13⽇

・あきよしくん 4歳�15⽇

・ひまりちゃん 4歳�23⽇

・ゆたかくん 5歳�2⽇

・みのりちゃん�5歳�4⽇

・さなちゃん 5歳�12⽇

・りいちくん 6歳�2⽇

・せあくん 6歳��3⽇

・ゆうきくん 7歳�5⽇

・あいこちゃん 7歳�18⽇

・さとやくん�7歳�30⽇

・けんとくん 8歳�2⽇

・たけるくん 8歳�7⽇

・みなとくん 9歳�1⽇

・しゅうごくん 9歳�29⽇

・あいりちゃん�10歳�16⽇

・Takeru�8�yrs.�31th

・Shuji��9�yrs.�8th


