
体験活動は昨年度からの継続生と、今回お申し込みの体験者が一緒に活動いたします。
継続生が多く、体験希望の受付枠が少ない会場・コースがございます。お早目にお申し込みください。

NPO 教育支援協会北海道では、放課後や土曜日に全道各地の公共施設などで「地域こども教室」
を展開し、違う学年・学校のお友達や、地域の人（指導者やボランティアの方など）との交流
を通し、相互理解を深め、子どもたちの学ぶ意欲をサポートしています。

各コースの教材は
年間で使用します

鈴  蘭（鈴蘭生活館）音更町中鈴蘭南６丁目４

《帯広市 6会場》

《音更町 4会場》

《 幕別町 1会場》

《清水町 1会場》

北見北（北地区住民センター）北見市北進町 1丁目 6-35

北見東（東地区公民館）北見市春光町6丁目1-22複合公共施設サンハウス

《北見市 4会場》

《美幌町 1会場》

プロスパ（プロスパ 6）音更町大通 6丁目 6番地

● スーコ各： 員　定 20名（最少催行人数10名）
● 学小： 象　対 1～6年生
● 参加料：1 か月 /2,200 円（保険料・一部教材費を含む）

● 持ち物：筆記用具・色鉛筆　 　 ※体験活動の際もご持参ください。

定員に満たないコースは、随時体験活動にご参加いただけます。   
キャンセル待ちの場合は一斉体験にはご参加できません。

 札内西（北栄町近隣センター）幕別町札内北栄町23番地2
Fun   ● 15 :10~16 :10
Joy    ● 16 :20~17 :20
Magic◆ 17 :30~18 :15

体験日4/23 　初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

稲  田（南町福祉センター）帯広市西15条南36丁目1-1

Fun   ●   9 :45~10 :45
Magic◆ 10 :55~11 :40

体験日4/25 　初回日5/16
　　　　月3回 土曜日

北見南（南地区住民センター）北見市南仲町 2丁目 6-10

Fun   ● 15 :00~16 :00
Joy    ● 16 :10~17 :10

体験日4/27 　初回日5/11
　　　　月3回月曜日

Fun   ● 15 :00~16 :00
Joy    ● 16 :10~17 :10

Fun   ● 15 :10~16 :10
Joy    ● 16 :20~17 :20

Fun   ● 15 :20~16 :20
Joy    ● 16 :30~17 :30

体験日4/24 　初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

Fun   ●   9 :15~10 :15
Joy    ● 10 :20~11 :20
Magic◆ 11 :25~12 :10

体験日4/25 　初回日5/16
　　　　月3回 土曜日

美幌仲町（仲町集会室）美幌町仲町 2丁目 96 番地 53

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy    ● 16 :50~17 :50

体験日4/21 　初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

帯広東（帯広東コミュニティセンター）帯広市東7条南9丁目1
Fun   ● 15 :10~16 :10
Joy    ● 16 :20~17 :20
Magic◆ 17 :30~18 :15

体験日4/24 　初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

体験日4/24 　初回日5/15
　　　　月3回 金曜日

緑陽台（緑陽台会館）音更町緑陽台仲区 30

Fun   ● 15 :10~16 :10
Joy    ● 16 :20~17 :20

体験日4/22 　初回日5/13
　　　　月3回 水曜日

体験日4/20 　初回日5/11
　　　　月3回 月曜日

花   園（花園福祉センター）帯広市公園東町 3丁目 8-8

Fun   ● 15 :10~16 :10
Joy    ● 16 :20~17 :20

体験日4/22 　初回日5/13
　　　　月3回 水曜日

 ベルデ （コープさっぽろ文化教室）帯広市西17条南4丁目8-6

Fun   ● 13 :10~14 :10
Magic◆ 14 :20~15 :20

体験日4/25 　初回日5/16
　　　　月3回 土曜日

帯広北（啓親福祉センター）帯広市西14条北7丁目4番地1

Fun   ● 15 :10~16 :10
Joy    ● 16 :20~17 :20

体験日4/30 　初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

《会場情報の見方》

開設コース ● 活動時間
※会場により設定が異なります。

会場名 所　住  ）称名の物建（ 

※Fun と Joy の 2コース設定の場合は
　Fun( 低学年向き）Joy( 高学年向き）となります。
※Fun とMagic の 2 コース設定の場合は
　Fun( 低学年向き）Magic（高学年向き）となります。

上ぐつが必要です

体験日　初回日
　実施曜日

御  影（農村環境改善センター）清水町御影東2丁目4-1

Fun   ● 15 :00~16 :00
Magic◆ 16 :05~16 :50

体験日4/30 　初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

豊  成（稲田南福祉センター）帯広市稲田町基線8番地33

Fun   ● 15 :40~16 :40
Magic◆ 16 :50~17 :35

体験日4/28 　初回日5/12
　　　　月3回 火曜日 木  野（ひびき野会館）音更町ひびき野仲町1丁目6-1

Fun   ● 15 :10~16 :10
Joy    ● 16 :20~17 :20
Magic◆ 17 :25~18 :10

体験日4/28 　初回日5/12
　　　　月3回 火曜日

北見三輪（西地区住民センター）北見市中央三輪7丁目446-60

Fun   ● 15 :45~16 :45
Joy    ● 16 :50~17 :50

体験日4/23 　初回日5/14
　　　　月3回 木曜日

　　   PO教育支援協会北海道では、通常の放課後活動以外に希望者が参加できる放課後キッズイベントも年に数回開催しています。 

          これまでに「チャリティイベント～世界の放課後で楽しく学ぼう」「サイエンス夏休みイベント」「だがしや楽校ほっかいどう」

「学校に巨大すごろくをつくろう」「漢字おんくんマスター検定＆美容室でお仕事体験ミニだがしや楽校」などを開催しました。

N  

音声重視で体を動か
して歌やチャンツを
取り入れ、英語の
音感を育てます。

ファン

ジョイ

アクティビティを通して英語
でコミュニケーションを
取る楽しみを知り、
文字の読み・書きに
つなげます。

マジック

話す・聞くに加え、
読み・書きを用いて
英語で自己表現をす
る方法を学びます。

　　　　テキスト：
　　　Superster Songs3
　　　（CD付き）

　　　　テキスト：
　　　Superster Songs1
　　　（CD付き）

　　　　テキスト：
　　　バナナじゃなくて
　　 bananaチャンツ2
　　　（CD付き）

十勝地区では放課後おもしろサイエンス、
放課後てらこやも開催しております。
ご興味のある方は協会HP にて開催状況のご確認や、
体験活動へのお申込みをお願いいたします。

帯広東・柏林台・
札内南・麦の芽学舎

西帯広・札内西・
北高・木野 


