発行：プライム・キッズ・ステーション
中川＆あざみ野南

この４月、中川＆あざみ野南両店舗でたくさんの新１年生をお迎えしました。みんな楽しく元気に過ごしています。ゼミタイ
ムのお勉強もやる気満々。小学校での新しい生活は、保育園や幼稚園での生活と大きく変化するのでストレスを抱えてしまうお
子様も一定数いるようです。そんな生徒がプライムキッズに通うことで、少し気持ちにゆとりが出来たり、お勉強や生活面で苦
労していることをプライムキッズで克服していけるような、そんな場でありたいと願っています。おかげさまで、両店舗とも定
員いっぱいの状態になり、また既に来年度のお申し込みも始まりました。これからも皆様方のご期待にお応えできるよう、スタ
ッフ一同精進して参りますので引き続きよろしくお願い申し上げます。
プライムキッズステーション 代表 齋藤 和宏

【あざみ野南】

【 中 川 】

最 初 は緊 張の 面持 ち だ
った新１年生。あっとい
う 間 に打 ち解 けて 本領
発 揮 ！み んな 楽し く元
気に過ごしています。
そして今年の１年生は、
みんなお勉強が大好
き！だから、お勉強嫌い
にならないように、大切
に 指 導し てい きた いと
思います。

①自己 PR
②私はこんな人間です
③私が思う子育ての秘訣

【 中 川 】
中川施設長

中川副施設長

中島 二三佳

市川 恵美

（ガウディア・育脳）

（レプトン・ガウディア）

①幼児教室で 10 年、
ガウディア教室で 6
年、学習塾で 2 年勤
務の経験があります。
子供は兄 2 人が社会
人、娘 1 人が大学生
です。中学受験、高校受験、大学受験、国立
私立色々経験しています。
②私は子供が好きで子育てするのが夢でし
た。でも 3 人目が生まれたら大変すぎて。
人の力を借りたり、力を抜いて子育てし、
逆にそれが良かったと思っています。なの
で今は、みなさんの力になりたいです。
③愛情いっぱいに、お母さんが笑顔でいる
ことだと思います。子供は親を見て育ちま
す。基本的な生活習慣と学習習慣はしっか
りと、後は子供と一緒に楽しんでください。

横倉 久美子
（レプトン）

①15 年の企業勤務
時、仕事上パートナ
ーは英国人でした。
取引先は世界各国で
したので、様々な国
の人と仕事をできた
事が私の宝です。現
在は陶芸の講師として 14 年。息子一人、
今年大学院を卒業し社会人です。
②趣味は油画、シュノーケリング、セイリ
ング、週 1 回のテニスです。創作と遊びを
通して子供達と楽しく過ごしたいです。
③自由な発想でのびのびと好きな事を楽し
んでほしいです。子供達と接していると自
分が真っ直ぐな気持ちになれます。感謝で
す。

①昔とった杵柄です
が、英検準一級、高校
英語教師の資格を所
持。子育ての傍ら 30
年弱、英語数学の添削
指導をしてきました。
息子が 3 人。上二人は社会人、三男が大学
3 年。長男の幼稚園入園から三男の高校卒
業まで 20 年、一時はお弁当屋か？と見間
違う量のお弁当を作り続けてきました。
②子どもの成長を感じた瞬間が私の元気の
素。息子 3 人はすっかり成長してしまった
ので、プラキッズの子どもたちに日々癒や
されています。
③教えすぎない、先回りしすぎない、聞き
すぎない、かといって、目は離さない。←
自分の失敗から笑。

田中 由美
（レプトン）

①子供の頃英語に触
れる機会がありそれ
から海外生活に憧れ
を持ちました。中学生
でアメリカ短期留学、
高校生の時にフロリ
ダへ 1 年間留学をし
ました。英語を使うお仕事をしたくて小学
校児童英語講師の資格を取得。
②子供と動物が大好き。小さい頃の夢が幼
稚園の先生だったので、今プラキッズでそ
の夢が叶い幸せです。
③一人娘で心配で仕方ありませんでした
が、子供は親が思う以上にしっかりしてい
ます。基本見守り、子供から必要とされた時
にしっかり向かい合ってあげる事が大切だ
と思います。

小川 雪子
（ガウディア）

①健康の為、出勤前
にヨガをしていま
す！私も働きなが
ら男の子 2 人の子
育てをしてきまし
た。ひと段落した
今、働くお母さん達
と一緒に子供の成長を見守っていけたらと
思っています。
②日々、子供達からパワーをもらっていま
す！昭和の近所のおばちゃんみたいに接し
ていきたいと思っています^_^
③母は太陽のごとく、暖かく明るく楽しい
食卓を家族で過ごす事だと思っています。

斎藤 陽子
(学習補助・総務)

①子供と一緒に遊ぶ
のが好きで、ついつ
い甘やかしてしまい
がちです💦これから
も子供たち一人一人
に寄り添ってあげた
いです。また、私自身
の経験を踏まえ、保護者の方に助言できる、
頼れる存在になりたいと思っています。
②三姉妹の母親です。全員社会人になりま
したが、まだまだ子育ては終わりません。
③同じ目線に立って、子供たち一人ひとり
の言いたいことや、やりたいことを、一緒
に考えたり、行ってやることが大切なので
はないかと考えています。

【 あざみ野南 】
齋藤 和宏
（あざみ野南施設長）

①長年学習塾を経
営し、地域ナンバー
１の生徒数を誇る
塾に育て上げまし
た。やむを得ぬ事情
により昨年閉校し
ましたが、そこでの
ノウハウをそのままプライムキッズで実践
していきたいと思います。
②娘３人、孫２人います。孫は小４と小１の
男の子です。子育ての経験と、現在進行中の
孫育ての試行錯誤を皆さんと一緒に共有し
ていきたいです。
③子供の成長に必要なのは自立心と好奇心
と思います。決して放任ではなく、精いっぱ
いの愛情を注ぎながら、子供が自らの力で
突き進んでいくための環境や情報やきっか
けを、たくさん与えてあげていただきたい
です。

吉田 縁

繁里 直美

(ガウディア・育脳)

（レプトン）

①学習塾講師として
今年で 20 年を迎えま
す。学生時代は少年法
を学びスキーと茶道
三昧の日々でした。
娘たちは二人とも社
会人になり、子育て
に一旦ピリオドを打ちました。私の話し相
手は愛犬の白柴です(笑)
②結果よりもプロセスを大切にしていきま
す。見えない心を大切にしたいからです。褒
めるときも叱る時も一番気をつけていると
ころです。
③子どもの成長に必要なものは、関わる大
人が日々成長することでしょうか。そして
可能な限り海外を経験させてあげて欲しい
と思います。

①小学校や塾で英語
を教えた経験があ
り 、 J-SHINE 資 格
と、英検準１級を所
持しています。家庭
では、野鳥を求めて
全国を旅する大学生
の息子とラクロス大好き冬でも黒い高校生
の娘がおります。
②将棋にレゴにお片付け。他にもそれぞれ
達人がいて学び合えるプラキッズ！ここで
の時間が、みんなの心の宝物になるようサ
ポートしたいです。
③学校、ご近所、そしてプライム！いつで
も相談&ヘルプが出来る環境を１つでも多
く持たれたら、とても心強いと思います！

v

大和 純嘉

川手 園子

鈴木 英里

(ガウディア)

（レプトン）

（レプトン）

①小学生の通信添削
指導を 5 年ほどして
いました。もっとコ
コをこうしてあげた
い、という遠隔指導
の歯痒さが今の直接
指導のモチベーショ
ンになっており、生の反応に日々私が元気
をもらっています。大学と高校に通う 2 人
の息子達はバイトにバスケに、アオハル真
っ最中です
②男の子の子育て経験しかありませんが、
息子を通じて接してきた多数の子供達や保
護者との経験を生かして、少しでもお力に
なれればと思っています。
③息子達は小学生からバスケ漬け。負けた
悔しさやもめ事も、勝ったうれしさや大切
な仲間も全てが今の糧となっています。今
大変だと思える事も必ず意味のあるものに
なりますので、温かくしっかりと見守って
あげてください！

①イギリス、アメリ
カ、ブラジルに在住経
験あり。趣味はテニ
ス、4 コマ漫画描き、
DIY。2 人の子どもは
中学受験、大学受験を
経験し今は社会人。中
学校の美術、及び小学校の教員免許、米国
AA、小学校英語指導者資格を取得。中型自
動車免許。
②言葉の壁を幾度となく経験したので、レ
プトンでは楽しく自然に英語が学べるよう
に心がけています。
③子どもと一緒にお出かけしましょう！近
所の公園、お買い物！電車で科学館、博物
館、遊園地！自然に学べる世界が待ってま
すよ！

①小学生男子 2 人の
子育て奮闘中です。
高校の時に出会った
英語の先生のおかげ
で英語が大好きにな
りました。プライム
の子供達にとっても
そんな存在になれたら本望です！
②一人一人の個性とペースをよく理解し、
その子にあった指導を心掛けています。英
語楽しい！と思ってもらえるように、笑顔
と褒め言葉は欠かせません！
③私も知りたいです。思い描いたように育
たない事は分かってきました笑。子供達が
元気で笑顔ならそれでよしと、迷ったら原
点に戻るよう努めております汗。

内山 節子
(ガウディア)

①出来る限り一日
一万歩を目指し、歩
く ことを 心がけ 医
療 に近づ かない よ
う 頑張っ ており ま
す‼
②子供たちから
日々刺激と、元気をいっぱいもらっており
脳活になっております。一人ひとりの個性
を把握し、それにそった関わり方が出来た
らと思います。どのお子さんもとても可愛
く、愛おしいです。
③家庭は、心を開放でき安心出来る場所で
ありたいです。食卓を囲みたわいないお喋
りいっぱい出来れば最高です‼

【 中 川 】

はやとくん

プライムキッズステーション
ホームページ
http://www.primekids.jp

あおいちゃん

ゆのちゃん

🍏プライムキッズ日常の様子をホーム
ページからご覧いただけます。
🍏ホームページから、ガイドブックや各
申請書がダウンロードできます。パス
ワードは「primeprime」です。

～プライムキッズからのお願い～
以下の点、再度ご確認とご協力をお願いいたします。
①ご利用予定表は、必ず期限までに①を、下校時刻が分かったら②をご提出ください。帰りのお迎え予定時刻も必ず記載してくだ
さい。
②ご利用回数の変更、退会、休会は毎月 10 日までに申請書を提出してください。10 日を過ぎると料金が発生します。
③急病によるお休み以外の利用内容の変更（お休み、時間変更、ミール等）は前の日の 15 時までにご連絡ください。
④保護者様のお迎え時刻の変更は、必ず事前に連絡をお願いします。なお、ゼミタイム時間内（16 時～17 時半）のお迎えは極力
ご遠慮ください。
＜ご利用予定表のご提出が必要な理由＞
・皆様の利用予定①を集計してスタッフのシフト作成、おやつ、ミールの発注等を行っています。
・皆様の利用予定②を集計して送迎計画の作成、運転手さんへの勤務依頼を行っています。またそれを各小学校のキッズクラブに
ＦＡＸしてお迎えの連携を取っています。
～こんな時にトラブルになっています😢～
事例１．Ａ小学校キッズクラブにプラキッズからのお迎え人数のＦＡＸをしたが、キッズクラブで保護者様から受けている人数
と合わずにキッズクラブの先生が確認のため右往左往。
事例２．Ｂ小学校にお迎えに行ったがＣ君がすでに帰宅しており、小学校の担任の先生とキッズクラブの先生が確認のため右往
左往。その後保護者様よりプラキッズにお休みのＬＩＮＥが入る。
※予定の変更は LINE で大丈夫ですが、緊急（直前）の変更は極力電話で各施設に直接連絡をください。メールやＬＩＮＥは見
落とす場合があります。お迎えのトラブルは、その後のお迎えの子どもたち全員にも迷惑がかかりますのでご協力をお願いい
たします。

