8/4～6
(SAT-MON)
京都 ３DAYS
京都お寺宿泊
文化体験キャンプ

7/26 30
(TUE-MON)
西表島５DAYS
サバイバルキャンプ

8/17～8/19
(FRI-SUN)
蓼科３DAYS
文武両道キャンプ

8/2(THU)

8/3(FRI)

イタリアンクッキング
ピザ＆パスタ

アートレッスン
デッサン教室

8/10(FRI)
イワコー消しゴム工場
＆食品サンプル作り

8/21(TUE)
手芸教室
パッチワーク＆
ししゅう

崎陽軒
シュウマイ工場見学

8/26(SUN)

8/28(TUE)

8/30(THU)

辻堂ジャンボプールと
海遊び

熱血算数教室

茶道教室

カーサバンビーニ
03(5422)8635

〒150－0012 渋谷区広尾5-25-8-803

TEL/FAX

8/9(THU)
作文教室パート1
8/16(THU)
作文教室パート2

8/24(FRI)

Casa Bambini Summer School 2018
日付 曜日 タイトル

対象

7 / 2 6 木 西表島サバイバルキャンプ
7/30 月

5日間

時間

年長～

10:00～14:00

8 / 3 金 アートレッスン デッサン教室

年中～

13:00～17:00

8/6 月

京都お寺宿泊文化キャンプ
3日間

8 / 9 木 作文トライアル パート1
8/10 金

イワコー消しゴム工場見学と
食品サンプル作り

ランチ代

小学生～

8 / 2 木 クッキング教室 ピザ＆パスタ

8/4 土

お申込→ https://goo.gl/forms/ODKy6OGWfXwehNSx1

小学生～
＊未就学
児要相談
小学生～ 14:00～16:30
年中～

8:00～16:00

定員

料金

内容

5名

\60,000 (税込）＊往復航空券は別

毎夏恒例、 西表島サバイバルキャンプ！やっぱり海も川も楽しみた
い！今回は長めの５日間のキャンプです！西表島限界集落である船
浮を中心にシュ ノーケルやマングローブ林を探検して遊ぼう。

\6,500 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は500円引き
\6,500 (税込）
10名
＊会員・兄弟姉妹は500円引き

10名

〇

やっぱりイタリアン。 今夏はピザ＆オリジナルパスタ作り。 パスタマ
シーンで作るよ！
お馴染み現役芸大生たかちゃんが指導。 今夏は好評でしたデッ サン
教室です。 本格的なデッ サンを学ぼう！

8名

\53,000 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は2000円引き

昨年好評だったお寺に泊ま るキャンプ。 午前中は掃除に水行、 写経
やおもしろ住職のありがたいお話も。 午後は京都の町にでかけま す。
流しそうめんももちろん。 3 日目は新しく できた鉄道博物館を見学予
定。 嵐山のトロッ コ電車や川での水遊びも予定。

4名

\6,750 (税込）

普段カーサで行っている作文教室と同じ内容です。 夏休み読書感想
文コンクールの課題をやる場合は事前に相談く ださい！

10名

\9,500 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は500円引き

毎年恒例大人気のイワコー消しゴ ム工場見学！ま だ行ってない方は
お早目に。 午後は浅草で食品サンプル作りを体験。

4名

\6,750 (税込）

普段カーサで行っている作文教室と同じ内容です。 夏休み読書感想
文コンクールの課題をやる場合は事前に相談く ださい！
高原の蓼科で朝はしっかり勉強し、 午後は大自然いっぱいの緑の中
へ。 夏休みも終盤、 宿題を片付けよう！8 月の蓼科は花もいっぱい！
自由研究もなんとかなる！アスレチッ クからトレッ キング、 アウトドア
も満喫。 BBQや手作り夕飯も楽しみです！

8 / 1 6 木 作文トライアル パート2

小学生～ 14:00～16:30

8/17 金

小学生～
＊未就学
児要相談

6名

\45,000 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は2000円引き

8 / 2 1 火 手芸教室 パッチワーク刺繍

小学生～ 13:00～17:00

8名

\6,500 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は500円引き

手芸大好き少年少女集ま れ！ 夏休みの宿題の自由研究課題にし
てもOK！ 今夏はパッ チワーク＆ししゅう

8 / 2 4 金 崎陽軒シュウマイ工場見学

小学生～ 12:00～17:00

5名

\6,500 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は500円引き

今回初めての崎陽軒シュ ウマイ工場見学！限定5 名様です。 人気が
高く 予約は超困難な見学です。 早い者勝ち！

8 / 2 6 日 辻堂ジャンボプールと海遊び

年長～

10名

\10,000 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は500円引き

辻堂のジャンボプールで遊んだり、 海岸で海遊びをしたり夏休み後半
の水遊び思いっきり楽しもう！

8 / 2 8 火 熱血算数教室

小学生～ 13:00～16:00

8名

カーサバンビーニで普段教えている熱血算数先生、 松山いっちゃん
先生による算数がおもしろく なる教室です！ぜひこの機会に体験を！

8 / 3 0 木 茶道教室

年長～

14:00～17:00

8名

\6,500 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は500円引き
\5,000 (税込）
＊会員・兄弟姉妹は500円引き

8/19 日

文武両道キャンプin蓼科
3日間 パート2

9:00～17:00

〇

＊天候やコンディションによるプログラムの変更があります。ご了承ください。
＊ランチ代〇印の日は別途昼食代￥８００円がかかります。（一律料金）
＊申し込みは先着順です（（〆切は6月30日）
＊サマースクール時間外でも先着でお預かり可能です。（（ご相談ください）
＊集合場所選択可能（カーサバンビーニまたは渋谷駅・品川駅・別紙参照）
＊申込書が必要な方は、下記メールアドレスにご連絡ください。 （対象年齢外は応相談）

初めて茶道体験をしたいお子さんや久しぶりに美味しいお菓子とお
茶を飲んでレッ スンしたいお子さんもみんな集ま れ！

カーサバンビーニ
〒150-0012 渋谷区広尾5-25-8-803
TEL&FAX:03(5422)8635
info@casa-bambini.com

