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7月 28日 ・法円崚子ども敏壼 ・フェスティパル :

フ月3日にて締切ました
'皆

さんありがとうございました。

さあ !これからは当日に向けての準備です !

●フェスティバルの運営を、くたの しく、安全に>そ のための摯備を 1

第3回 法円坂子とも教ヨ フェステイパルは 7月 3日にて縮切りました。 (22日が

締切り日)昨 年の今頃が30名程度だったことを考えると 「宣伝の重要性がより明確

になった IJと いうことでしようか。下記が確定人数です。

沐 **

7月 3日 にて

“

集を縛切りました :

ミAクラス 液体整素であそぼう (3年生～大人)

トライアイスであそぼう① (国児～大人)

トライアイスであそばう0-1(1 2年 生～大人)

トライアイスであそぼう0-2(1 2年 生～大人)

トライアイスで見えない気体を (3年 生～大人)

■,実 験イオンと食べもの (2年 生～大人〉

電子レンジであそぼう (3年生～大人)
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★`Cクラスを2クラスにしました。llツクラスで実験します!
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●当日は ■護者の付添などを予想すると 会場には300名前後の方が参加されるこ

とになりそうです。午後からの 7階 ホールでのくおもちゃ作 り>筆 のイベントです

が かたりの混鮭予相されます。漕難による トラブルが起きないように充分注意して

準備をする必要があると思います。

今日の午後からは、「当日の子ども違 (0コ ■)の 口線」を確認しなから 「役

割分IBや活動イメーシの摘認Jな どを統一する必要があると思います.f気 になるこ

と 不明な点はすべて話し合っていただければ lJと 思います。

*

0今 日の午後3時半からは 「法円坂子とも教菫 フェスティバル実行委員会 (委員長

川端敬郎様)Jが 開かれ 当日に向けての実行委員会としての織 をする予定

です。その会にも 皆さんのご意見を報告します

0昨 年度は県tが 約100名.保 護者 (スタッフ)の 数を含めても200名程度 定良200

名からすると子ども達の参加は半分でした.が  運営からすればT度 いい人数 (動き

やすい)に なりました。しかし 今回は呪書が21,名です.「一つひとつの摯驚 行動」



にもく問題行動を予想>し ながら,限 りなく

合いたいと思います。皆さん !ど うぞよろしく

fトラ,II●●●IJに なるように話し

お願いします。

☆驚2回決円燿子とも教菫 フェスティパルは   動きやすい イベ ン トでした |

口今日は、くドライアイスで遊ぼう>の 実験準備と進め方の体験.
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-2て くトライアイスで遊ぼう>

、(音口)40人で3●～6● (スモークに1ゆ)

人分☆28口これがこ本数 (古国で●●)

ミ*木槌(ゴム)2本x3クラス *トライアイスを入れて砕く袋2枚X3クラス

*`ゆ績(4べ)6● (120人分)

ミネ洗面器 (プラ用)3個 x3ク ラス *コ 手 4人 分x3ク ラス  *暴 画用紙ミニ‐120枚

シブラマ議ち躁1を製
'fifζ

γ営鰐 l・
 ヽ  (oべ と,べ)で 1ロ 最後のカス鋏砲 (10べ)で 1●

*プラ スプーン (4べ)(120人 分)

*ジュースなっちやんなど (5ぺ )‐ 6本 3本  3本 ‐12本 (実験前にコップに 1)

*ヽお盆など  (コップ4分の1にシュースを入れ トライアイスの粉スプーン3杯を入れてまぜる)
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*フイ,レムケース (10べ ) 120個 く僅月饉は回収して下さい)

*fト ライアイスでスモークJ● りをする場合 !
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1個 ☆くだいたドライアイス1●ぐらい。多い方が迫力があり.

熱い澪 ボ̈ット1個 滉面器 1個

●ゞこの授業プランは2時間でできると思います.保青□児などもいるのでゆつくりやつヽ

ミてあげて下さい。ただし:トラブルには発分奎口 |(嘔 い込み摯■と●菫o● ■ :) ヽ
●`最後に 'ト ライアイスは毒 ,Jの プリン トを配布して使用上の注意点をオーバーに
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つかり説明してして下さい。★特にトライアイスの彙知 ヽ
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☆以上が 28日 イベントでの準備場簿 Dク ラスもlIぼ同じ内容で準備します.


