
 

 

 

 

 

 

ワールド・ファミリー・クラブ（World Family Club 以下 WFC）では、3 つのイベントがあり

ます。週末イベント、国内宿泊イベント、海外イベントです。私自身週末イベントにしか参

加したことがないので、ここでは、週末イベントをより楽しむ方法をご紹介します。 

 

週末イベントも種類がたくさんあります。小さいお子さんで

あれば、右の写真のようなフロギーとバニーが出て来る

“Play Along”や 2014 年 10 月から始まった等身大のフロギー

とバニーに会える“The Froggy and Bunny Show”がおススメ

です。下の写真のように大きいので、怖がるお子さんも(>_<)

毎年テーマが変わり、内容も変わります。同じイベントに複数

回参加される方もいらっしゃいます。1 回目より 2 回目の方が

のびのびと楽しめるようですが、お金がかかるので我が家は

1回のみの参加です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: イベント前から心の準備を！ 

B: 親が自ら楽しもう！ 

C: CAP にサインをもらおう！ 

D: イベント後、思い出に浸ろう！ 

E: 先生にお便りを書こう！ 

F: World Family Club のウェブを活用しよう！ 

G: キャラクターカードを作ろう！ 

H: 友達と一緒に参加しよう！ 

 



 

A: イベント前から心の準備を！ 

 イベント会場まで子どもたちを連れて行くのも大変ですし、お金もかかるものなので、

せっかく参加するなら、子どもも親もイベントを楽しみたいものです。そのためには、イ

ベントに行く前の準備も大切になってきます。 

  

 

イベントでは、タイトルや歌う歌が

決まっています。2 ヶ月に一度届く、

WF Club Event Information に詳しく

載っていますので、行くイベントの

部分を切り取り、みんなが目に付く

ところに貼って、1 曲でも多く歌える

ようにして、イベントに出かけましょ

う！ 

歌の練習に TE のソング・レッスンも利用できます。

私の気のせいかもしれませんが、「今度、週末イベン

トに行くのでこの曲を選んだ」と先生にお伝えする

と、いつもより熱心に丁寧に歌ってくれます。一度は、

イベントに実際に来られる予定の先生で、「実際にお

会いできるのを楽しみにしています！」と盛り上がっ

たこともあります。当日は病気になって結局お会い

できませんでしたが…(+_+) 

 

また、タイトルにピクニックとあったら、ピクニックに実際

に行ったり、海賊が出てくるようだったら、それに関する絵

本や本を読んだりと事前に色々と体験しておきます。歌だ

けでなく、その内容を実体験したり、本を通して理解してい

たりすると、イベントがより深く楽しめるようになります。旅

行も準備の時が一番ワクワクして楽しいと聞いたことがあ

ります。イベントも行くだけでなく、事前に盛り上げるとイベ

ントの参加の仕方も変わって来るかもしれませんね。 

 

 

 

 

B: 親が自ら楽しもう！ 

 子どもがイベントで楽しそうにしていないというお悩みをお持ちの保護者の方がい

らっしゃいます。親から見てあまり楽しそうでなくても、子ども自身は楽しんでいるとい

うことがあります。また、家では踊ったり、歌ったりしていても、大勢の中に入ると委縮し

てしまうことも…もともとおとなしいお子さんであれば、なおさらです。家ではリラック

スして自分を出せますが、イベント会場は広く大勢の人がいるので、なかなかいつもの

ようにはいかないものと思った方が良いかもしれません。 



イベント自体に行くことを拒否していなければ、親が「楽しかったね！また行こう

ね！」と、まずは親がイベントを楽しみましょう！お子さんは親がニコニコしていると

嬉しくなり、イベント会場での不安も軽減されます。最初の頃は、娘も息子も私たち親か

ら離れませんでした。抱っこすることもありました。2年目くらいから、自らお友だちの中

に入り、前の方でイベントを楽しむようになりました。イベントを通して、子どもの成長を

感じました。 

 

お子さんに積極的にイベント中先生やお友達に英

語で話しかけてほしければ、まず親も積極的に先生

や他の保護者の方に声をかけてみることが大切で

す。親も声かけしているから、僕もしてみようってな

るかもしれません。知らない人に話しかけるという

ことは、思っている以上に勇気のいることだと気付

くはずです。普段使う日本語でも難しいのに、それ

が英語となれば、子どものプレッシャーは相当なも

のです。最初子どもたちは、周りの様子を見ながら観察しているのです。何回かイベント

に参加すると、雰囲気にも慣れてきて、英語を話しているお子さんに憧れて、少しずつ

真似するようになると思います。 

最初から積極的に前の方に行くお子さんもいれば、最初は後ろの方で様子を見てい

るお子さんもいます。無理やり何かをさせようとはせず、お子さんが一番落ち着く状態

で、イベントに参加すれば良いのではないしょうか。お子さんによって楽しみ方はそれ

ぞれです。我が家でも記念写真で、2 歳の息子が大泣きしたり、「イヤだ～」と先生の膝

に座るのを 4 歳の娘が嫌がったり。どちらもいつかは、懐かしい思い出になると思って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Along のイベントで大泣きの息子(;O;)  Family College のイベントで 

Tony 先生のお膝に座るのを拒否する娘 

 

 

 

 

C: CAP にサインをもらおう！ 
 イベントにはぜひキャップを持って行きましょう。イベント終了後に、先生からサインを

してもらえます。【World Family Club(サービス)】の【週末イベント】の【基礎編】にも紹介し

ていますが、もう一度イベントの流れをチェックしてみましょう(*^▽^*)キャップへのサ

インは、写真撮影が終了後になります。 



る） 

 

▶当日の流れ 

① 受付（スタッフが入場券の半券を切る） 

② イベント参加（後方でビデオ撮影可） 

③ イベント終了後、列を２つ作る 

④ 先生から子ども分のおみやげの手渡し（イベント毎にプレゼントが違い、毎年変わ 

⑤ 先生が My Book に似顔絵スタンプ押す（ない人には用紙が配布される） 

⑥ 先生との記念写真（日本人スタッフが撮影） 

⑦ 全員の写真撮影終了後、 

キャップがある子は先生の前に並びサインを書いてもらう（希望制） 

⑧ My Book にイベント・スタンプ（受付前も可） 

 

 先生に「帽子にサインしてもらえませんか？」と英語で言いたいけど、どのように言

ったらよいか悩んでいたら、Member's Voices で Johnny 先生が一番自然な表現を教え

て下さいました(*^-^*)“Can you sign my cap, please?”です。 

もっと丁寧な表現としては、“May I have your autograph, please?”もあるそうです

が、有名人に会った時にサインを求めている感じがするようです。 

 

うちの子はまだ帽子持っていないからサインもらえな

い、と思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、

My Book にサインしてもらう方もいらっしゃいます。この場

合は、「マイ・ブックにサインしてもらえませんか？」なの

で、“Can you sign my book, please?”となります。少し分

かりづらい写真で申し訳ないですが、娘の後ろの方は、

My Book を渡されています。 

 

 

▶先生以外の方からのサインをもらう 

先生以外の方からのサインをもらわれてみませんか？

Light Blue キャップが届いた日が First Step の特別講座❶

の日だったので、キャップを持参し、その日の日本人スタッ

フの方にサインしてもらいました。サインを頼まれたのは

初めてのことだと話されていました。多くの方に応援して

もらっていると、娘に感じて欲しかったので、日本人スタッ

フにもお願いして、素敵な思い出になっています。 

 

 

 

等身大のザップが出て来る“Fun with ZAP” で、

ザップにサインをお願いするとしてくれますよ

(*^-^*) 

写真撮影が終わると、会場裏に行ってしまいま

すので、その前にサインを頼みましょう!! ペンは

持参しましょうね(*^▽^*) 

 

 



 

 

 

▶CAP のサインの色を黒以外に 

 キャップへのサイン用のペンは先生が持っていらっしゃいます。色は黒です。ブルー

やグリーンのキャップは色が濃く、黒のマジックで書かれたサインが分かりにくいです。

そこで、布用の白のペンを持参して、「このペンで帽子にサインしていただけません

か？」“Can you sign my cap with this pen, please?”とお願いするとしてもらえますよ。 

 

 Member’s Voicesで知り合ったMitchさんのCAP

のアイデアを紹介致します。 

 ライトブルーのキャップにピンクのペンでサイン

をしてもらい、帰宅後サインの周りに白のペンで

縁取りをされています。Joey の下の CAP の文字

の色と揃っていてとってもカワイイですよね(*^

▽^*)使用されたペンは『布書き用 おなまえペン』

です。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 『呉竹 なまえぺん布用』は Amazon で 270 円

（2015 年 7 月 24 日現在）で売っていました。 

  

ブルーやグリーンのキャップに黒のサインペ

ンでサインしてもらうと、あまり目立ちません

(>_<)ブルーやグリーンには白のペンがおスス

メです。薄いと感じられたら、自宅で上からも

う一度なぞると濃くなります。 

 このブルーキャップのお写真は Member's 

Voices のｋａｎｏさんから提供していただきまし

た。感謝です!! 使用されたペンは下記の『サク

ラの布用マイネーム』です。写真は二度書きな

しの状態です。Amazon で 195 円での販売でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D: イベント後、思い出に浸ろう！ 

 イベント直後は、多くのお子さんが英語の取り組みが積極的になります。せっかくや

る気になっているので、イベントで歌った歌を録音して CAP に応募したり、Telephone 

English で Song Lesson や Book Lesson をしたり。 

 また、楽しかった思い出を形に残すのも忘れずに！記憶に残っているから、大丈夫と

思っていても、人間は忘れてしまうもの。イベント最後に撮ってもらう写真を現像して、

家に飾ったり、My Bookに貼ったりと見返せるようにしたいものです。イベントをビデオに

撮って、家で何度も楽しむのも良いですね。 

 我が家では、My Book のイベントのページを活用しています。イベント最後

の家族写真をはじめ、イベント中の写真やCAPを取った時の写真など貼って

います。自分たちの写真だけでなく、WF クラブ・イベント・インフォメーション

の冊子に載っている先生方の写真を切り抜き貼っています。写真とスタンプ

と比べてみるのも楽しいです。また、どんな内容だったか、自分でメモして

も良いですが、私は冊子に載っている説明をイベント前に切って貼って行っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Play Along! 系のイベントに参加する際は、フロギーとバニーのぬいぐるみを

持って行っています。家族写真の時一緒に写っています。Zippy and Me（ZAM）の

商品ですが、単品購入もできます。3,800 円+税で、注文番号：555-11171 です。   



 

 

 

 

E: 先生にお便りを書こう！ 
イベントに参加して、先生にお便りを書きませんか？メッセージは英語じゃなくても、

日本語でも大丈夫なんです。World Family Club の HP の【先生＆キャラクター】のページ

下部には、以下のように書かれています。 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

みなさんからのメッセージを楽しみにお待ちしています♪ 

英語、日本語どちらでも OKです！ 

 

お送りしていただく際には、下記の情報をご記入ください。 

①会員番号 ②会員氏名 ③お子さんのお名前（フルネーム） ④性別 ⑤年齢 

下記にご郵送ください。 

★メールでのお手紙は受け付けていませんので、ご了承ください。 

 

【お便りの郵送先】 

〒１６０－００２３ 

東京都新宿区西新宿４－１５－７ 

パシフィックマークス新宿パークサイド１F 

ワールド・ファミリー株式会社 WF クラブ「先生へのお便り」係 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

イベント後ではなく、イベント前に手紙やカードを用意される

方もいらっしゃいます。先生はどなたが来るかを確認して、以前

イベントに一緒になったことがある先生だった場合、その写真を

現像して、“Thank you.”と書かれる方も。イベントに来られていな

かった場合、日本人スタッフに渡すと、本人にきちんと渡してもら

えるそうですよ(*^-^*) 

イベントと関係なく、Telephone English で良かった先生に、お

礼にお手紙を書いても良いでしょう。また、先生を特定せずに、

書くこともできます。年賀状を書くと、どなたかが返事を下さる

ようです。 

 

先生からの返事が必ずあるという保証はないようなのですが、基本的には返事がく

るようです。大好きな先生から直筆のメッセージがもらえるのは、とても嬉しいことで

すし、先生からの英語のメッセージを一生懸命読もうとするはずです。メールの時代に

手紙を書く機会も減ってきました。手紙を書くことで、英語を「書く」練習になり、返事

がくれば、「読む」練習になります。 

 

我が家でもお手紙を書いてみたので、そのレポートです!! 



 

2015 年 4 月 11 日に参加した“The Froggy 

and Bunny Show”がとても楽しかったので、

出演されていた Soness 先生と Lyle 先生に

A4サイズのカードを作って、同じ封筒に入れ

て送りました。 

左のピンクの用紙は、自分たちが撮った

写真と World Family Magazine での特集記事

を切って作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の白い用紙には、お礼のメッセージ

と、My Book のイベントのページをコピ

ーしたものを貼りました。イベントのペ

ージをアレンジされている方は、これを

コピーして送られたら、十分素敵なお手

紙になると思います。 

 

このピンクの用紙と白い用紙を重ね

て、ラミネートして5月8日に完成です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、Lyle 先生の表裏は下記のような感じで仕上げました。 



 

 

 翌日の 5 月 9 日に郵送して、その後どうなったかというと… 

  

【5 月 15 日の消印で Lyle 先生からお返事】 

 

お返事がこんなに早くくるなんて！と喜んでいたら、Soness 先生からは来ず

((+_+))お返事が来ないこともあるって聞くしとあきらめた頃に、来ました(‘◇’)ゞ先生

方もお忙しいので、1 カ月くらいはお返事を待つこともあるようです。 



 

【6 月 15 日の消印で Soness 先生よりお返事】 

 

 

 2 ヶ月に一度届く World Family Magazine や WF Club Event Information には、週末

イベントの様子の写真が載っていたり、特集されていたりします。参加したイベントの記

事を切り取って、My Book や先生に送るお手紙に貼って、かわいくデコレーションしてみ

て下さい(*^▽^*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Event 

F: World Family Club のウェブを活用しよう！ 

 World Family Club のウェブを活用されていますか？このウェブはどんどん進化して

います(^o^)／ こちらのウェブを活用することで、イベントをより充実したものにする

ことができると思いますので、色々紹介します。 

 イベント前なら【Event】、イベント後なら【My Club Life】を活用しましょう♪ 

 

 まずは、Event のページの行き方から。 

World Family Club にログインしてもらってから、 

トップページの【My Page】から【Event】を選んで下さい。 

【Home】を下にスクロールしても My Page の画面になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国内イベント】をクリックすると、現在行われて

いるイベントが出てきます。更に、イベントをクリッ

クすると、より詳しい情報が出てきます。ソング・リ

ストは、2 ヶ月に 1 回届く冊子にも情報が載ってい

ますが、ネットでは数分の動画が見られます。 

イベント前に、予告編として見られるのをおスス

メします!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



My Club Life 

 

 

 

 

2015 年 10 月からは、子どもの成長の記録をタイムラインで見られる My Club Life が

スタート(*^▽^*)応募課題を写真付きで管理できたり、その時の様子などコメントが残

せたりするようになりました。応募した録音の音声も保存される優れものです(*^-^*)

ここで、新しく始まった My Club Life をイベントに活用する方法と、基本的な機能を紹介

しますね♪ 

 

まずは、My Club Life のページへの行き方から。 

トップページの【My Page】から【Club Life】を選んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この My Club Life は、参加

したイベント情報も掲載して

あります。こちらは映像付き

です。イベントの様子の映像

や、イベントに出演されてい

た WF Club の先生から参加

者に対してお礼のコメントが

あったりします。イベント参

加後、動画を見ると、イベン

トの話で盛り上がり思い出

に浸れて楽しいですよ♪ 

 

 

 



 
誕生日には Mark 先生と Zippy が、動画で A Special Message 

From Mark and Zippy というメッセージを送ってくれますよ!! 更

に、10 月のハロウィンと 12 月のクリスマスには、WF Club の先生

が、A Special Message From WF Club Teachers という動画を送

ってくれて、季節を感じられます(*^_^*) 

 
 My Club Life はお子さんそれぞれで整理さ

れています。お子さんが複数いらっしゃる場

合、お子さんの名前の所に矢印を移動させ、

左クリックを押すと、他のお子さんの名前も出

てきます。 
 

 

 私は録音した課題を、課題名や応募月を

タイトルに入れて全て自己管理をしていまし

た。今後もそれを続けますが、My Club Life

の機能はとても便利です。 

 

 今まで送った録音課題を保存されていな

い方にも朗報です。矢印を音声の0:00:00の

ところに持って行き、右クリックをし、【名前を

付けてオーディオ保存】を選べば、保存でき

ますので、ぜひお試しを(*^▽^*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 過去に応募した音声も全て聞くことができるので、お子さんの成長を感じられるとと

もに、懐かしいですよ!! Telephone English で担当していただいた先生も顔写真付きで

出ます。一緒に歌った歌の題名や、CAP の課題名などが掲載されています。 

  

 



キャラクターカードに向いている用紙 

◉絵が切り抜きやすい 

◉なるべくキャラクターがたくさん載っている 

 

最高の 10 種類が載っているのは、 

2014 年 7/8 月号の When You’re a Detective 

2015 年 3/4 月号の Hey, Mr. Strongman 

2015 年 7/8 月号の Let’s Pack a Picnic Basket 

G:  Zippy とお友達のキャラクターカードを作ろう！ 

週末イベントにはミッキーやミニーなどのデ

ィズニーキャラクターは出てきません(>_<)イ

ベントでは WF オリジナルの別のキャラクターが

出て来ることがあります。イマイチかわいくな

いし、正直最初はあまり好きになれませんでし

た。でも、イベントに出て来るなら名前ぐらいは

覚えようと、たくさんいて何がなんだかってな

っていた時に作ったカードです(^O^)／今では、

キャラクターに愛着がわきました♪イベントの

時には、子どもが首からかけて持ち歩くことも。 

 

2 ヶ月に一度届くファン・フォン・イングリッシュ（Fun Phone English）の用紙を

使います。作り方は簡単ですので、ぜひこのキャラクターカードを作って名前

を覚えましょう(*^▽^*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Fun Phone English の用紙の 

キャラクターを切り抜く 

【共通の材料】 

▶Fun Phone English の用紙 

▶色画用紙 

▶はさみ 

▶固形のり 

▶ラミネート用紙 

※ラミネートの機械がない場合、 

100 円ショップのシールタイプで OK 

▶穴あけパンチ 

▶リング or ゴム or ひも 

 

②色画用紙に軽くのりづけ 



今回使用した用紙は、 

2015 年 3/4 月号の Hey, Mr. Strongman です。 

キャラクターは最大の 10 種類で、 

100〜1000 までの数字が出て来て、 

数を覚えるきっかけにもなりおススメですよ♪ 

 

リングは 100 円ショップのものです(*^^)v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間がない方は、①と②の作業をせずに、Fun Phone English の用紙をいきなりラミ

ネートしても OK です。裏返ると文字が見えますが、気にしない、気にしない(^_-)-☆ 

 

【作ったキャラクターカードで遊ぼう!!】 

2 つ以上セットを作ると、トランプのように神経衰弱

もできますよ!! 大きいお子さんだったら、裏の用紙が

同じでもできますが、幼児や小学校低学年だったら、

裏紙の色が違う方が簡単にできます。ピンクの裏紙は、

If You’re Happy です。薄い黄色が When You’re a 

Detective で作ったキャラクターカードです。同じキャ

ラクターのペアを見つけて行く遊びです。 

 

 キャラクターのかくれんぼも楽しいですよ(*^▽^*) 

親がオニのパターンで説明しますね。お子さんが目を手で覆って数を数

えている間に、オニの親がキャラクターを隠します。決めていた時間になっ

たら、お子さんが探し始めます。この時、ブルーの Where is Mickey?の Mickey

を Froggy や Bunny などに替えて歌いながら探すとより楽しめます♪ 

 

←キャラクターカードを首からかけてイベントに参加中の息子 

 カードをカミカミして、違う用途に使っています(>_<) 

③ラミネートする 

④キャラクターの周りを 5mm ほど残して切る 

 穴あけパンチで穴をあける 

⑤リングやゴムを付ければ完成!! 



 

 

 

 

I: 友達と一緒に参加しよう！ 

 イベントを楽しむ一番の方法が、『友達と一緒にイベントに参加する』ことかもしれま

せん。一番良い方法なのですが、最後の方にきているのは、友達を作ること自体が難し

い場合があるからです。ファースト・ステップやイベントで DWE のユーザーにはたくさん

会うのですが、連絡先を交換するまでの仲になるのは至難の業です((+_+)) 

 

私の経験と、知り合いの経験を交えて友達の作り方を紹介します。 

①Member’s Voices でお友達募集をかける 

②facebook、mixi、ブログ、リトルママ（福岡）などネットでユーザーを探す 

③イベント時、既に知り合いの人が参加していないか探す 

④既に友達の人に DWE を薦める 

 

 うーーーん。書いていて、友達作りはなかなか難しいなぁ…と思ってしまいました。④

の案も、DWE は高額の商品なので、なかなか人に薦められない上、DWE を購入したこと

自体友達に言えないというお話もよく聞きます。 

 しかし、一緒にDWEをやる仲間がいるか、いないかは今後のDWE生活を大きく変えま

す。知り合いの方で、購入後、居間に教材を置かなかった方がいます。自宅に遊びに来

られた方に見られないようにするためです。あるイベントの日、幼稚園が同じお子さん

が参加されていて、「えっ？DWE してたの？」となり、それから大の仲良しに。実は、意外

にも近くにユーザーがいるのです。今後の DWE ライフが充実し、イベントをより楽しむた

めにも、お友達ができると良いですね!! 

 

 あまり、良いアドバイスができず申し訳ないです m(_ _)m 

  

もしも、お友達ができたら、ぜひ一緒にイベントしましょう(*^-^*)申し込みは簡単で

す。ネットでイベントに申し込む際、下記の画面が出てきます。必要な情報は、代表者の

苗字（カタカナ）と代表者の電話番号です。電話番号は、World Family に登録している番

号になりますので、ご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

I: おまけ…我が家の名札 

 大したものでは全くないのですが、我が家の名札を紹

介します。CAP の結果が届く封筒を使っています。 

作り方は簡単です。封筒を切って、油性ペンで子ども

の名前を大きく書き、ラミネートしています。穴あけパン

チで穴をあけて、安全ピンを通して出来上がりです。 

 ラミネートがなければ、100 円ショップの名札ケースに

入れても良いですよ(*^-^*) 

 

 

 

 

J: 最後に 
 DWE の教材は家で使うもの。どうしてもマンネリ化したり、やらないとカリカリ怒って

しまったり(>_<)レインボーポイントも貯まるし、TE や CAP もやりたいと思っていても、

実際は、生活に追われなかなかできないのが現状です(/ω＼)WF クラブ月会費に加えて、

更にお金はかかってしまいますが、一番お子さんが目に見えてやる気が出るのは、週

末イベントだと思います。 

実際に先生に会い、話したり、歌ったり、踊ったり、スタンプ押してもらったり、写真撮っ

たり、キャップにサインしてもらったり…と盛りだくさんです。代表者の方を決めると、お

友達家族と一緒に参加することもできます。 

  

イベント後に、家族写真を撮ってくれるのが嬉しい

サービスだなって思っています。家族全員が写って

いる写真って以外と少なくないですか？定期的に

イベントに参加すれば、お子さんの成長をイベント中

にも感じられますが、家族写真という形で成長を残

すこともできます。 

 息子が1歳になる直前に初めて参加した週末イベ

ントの写真です。1 歳になる前は、お子さんの代金は

かかりません。ただし、大人の料金はかかります

((+_+)) 

  

週末イベントで家族の素敵な思い出ができますよ

うに!! 10 倍楽しめるか分かりませんが、ここで紹介

したアイデアが何かの参考になれば幸いです。 

 
 


