
 

 

 

                                主任 横手 美枝子 

雨雲が居座って少し梅雨寒の日々が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

はまっ子の子どもたちは少しの晴れ間も見逃さずに外遊びに出かけていきます。 

６月９日(土)に「はまっ子初めてのオペラ」鑑賞会が開催されました。 

多くの保護者、子どもたちにご来場頂きましたこと、改めて感謝を申し上げます。 

目の前でプロの声楽家の方たちの声量のある生の声を聞くことはめったにないことと思います。 

これからも本物の生の音楽をお届けしていきたいと思っています。 

 当日は、はまっ子合唱団の発表もありました。トトロの「さんぽ」と「幸せなら手をたたこう」 

の 2 曲でしたが、最初のおじぎからビシッと決まって手拍子、足拍子もそろい 5 回の練習の成

果を舞台の上で見せてくれました。子どもたちはすごい！！ 

 はまっ子ランドで行っている「バレーボール教室」「囲碁教室」「はまっ子合唱団」など外部の

講師をお招きしての特別活動は楽しくて子どもたちにも大人気ですが、その特別活動に共通して

いるのが礼儀です。 

 バレーボール教室では先生が「バレーボール教室は楽しくみんなでバレーボールをするのが目

的だけれどもルールを守らないと誰かがケガをするよ！」と言われ、子どもたちがふざけている

と指導役の高校生のお兄さんたちが厳しく先生に叱られます。それを見ている子どもたちは自分

たちのせいでお兄さんたちが叱られていると反省してくれます。 

囲碁教室は「礼に始まり礼に終わる」と教えられ、対局中の態度はもちろん教室に入る時、対

局を始める時、対局を終える時それぞれに挨拶をすることを指導されます。 

合唱教室では「みんながこころを一つにしないと良い合唱にならない。」と指導され、ひとり

ひとりが一緒に歌う仲間と声を合わせて唄うことを学びました。 

みんなが気持ちよく楽しい時間を過ごすためには何が大事なのか・・・子どもたちにはまっ子

活動から感じてもらえたら嬉しいです。 

NPO 法人 荏田南はまっ子ランド   TEL/FAX ０４５（９４１）２１８５  

E-mail: hamakkoland@aioros.ocn.ne.jp (変更連絡用) 発行日：2018 年 6 月 21 日 

http://hamakkoland.sakura.ne.jp/ 
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７月号 

① ペットボトル 

ふうりん 

② クラゲｉｎ ボトル

（アクアリウム） 



 

７月の予定 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
   
 

 
 
※夏休みのプログラム は 7 月上旬配布の「夏休みのお便り」で正式にお知らせします。 
※７月の最終一斉下校時間 １年生１６：００ ２年生以上１７：００ 以降はお迎えが必要です。 
 
 
 
 

七夕かざり 申し込み：出席票のみ 費用：なし 

日にち：7 月２日（月）～７日（土） 場所：はまっ子教室 

内容： 7 月 2 日より七夕飾りを作って飾っていきます。 

はまっ子の教室に笹を飾るので願い事を書いてね！ 

 

荏田高校バレーボール教室 申し込み：出席票のみ 費用：なし 

日にち：７月１２日（木） 時間：16：00～16：55 場所：体育館 

大人気のバレーボール教室！インターハイ、春高バレー５年連続出場の荏田高校 

男子バレー部のお兄さんたちが優しく教えてくださいます。みんなでバレーボー 

ルを楽しみましょう！ズボンなど動きやすい服装で来てください。水筒も忘れずに。 

注：1 年生はお迎えが必要です。お迎えは昇降口前にお迎え票を出します。いらした方

からお名前を書いてお待ちください。記入された順にお名前を呼びます。 

 

日 曜日 予  定 

５ 木 おりがみの日 第 2 弾 

７ 土 七夕かざり(2 日～７日まで) 

１２ 木 荏田高バレーボール教室 

１８ 水 
作って食べよう「カレーライス」 
区分①の方は有料となり、スポット利用申込書
が必要です。お迎えをお願いします。 

１９ 木 囲碁教室 

２１ 土 

夏季休業開始 「集まれ！夏キャン！」 
キャンプファイヤー用チップをはまっ子登録
児童に優先して配ります。本部受付に取りに来
てください。（16：30－17：00） 

３１ 火 夏休みプログラム「スライム」（予定） 

合唱練習予定日(すべて午前中) 
7／２３、７／３０、８／６、８／１０、８／１７ 
合唱発表本番（夏祭り） ８／１８ １６：００～ 

 

 

盆踊り練習 
8月17日（金）15時～ 

場所：小学校体育館 
 
夏祭り・はまっ子盆踊り 
8月1９日（日）18時～18時30分 
 参加児童はプレゼントがあります。 

詳細は、７月中旬発行のはまっ子 

ランド 9 月号にてお知らせします。 

 

７月のプログラム 

 

前回の発表が好評でしたので 

次は夏祭りのステージで歌おう！ 

そこで・・ 

合唱団メンバー再募集 
２０１８年度 第２弾の募集をします。 

詳細は別途お便り出します。 

牛ケ谷戸公園で行う連合行事に、はまっ子

ランドよりスイカ割りのスイカを提供しま

す。夏キャンに申し込みをしなくても参加

できます。スイカ割りは 17 時からです！ 



第３回 囲碁教室(全１０回) 申し込み：終了 
登録児童のみ参加できす。 

費用：なし 
場所：第２音楽室 

日程：７月１９日（木） 時間 ① 15:00～15:55 
② 16:00～16:55   

熊坂直子先生の囲碁教室です。 

対局の結果を記録しますので、囲碁ノートを忘れず持ってきてくださいね！ 

 

５時のおやつに「カレーライス」 

を作って食べよう！ 

申し込み：出席票のみ 
（区分１の方はスポット利用申込書提出） 

費用 区分１ ￥900（おやつ代＋スポット利用料） 
区分２ ￥100（おやつ代） 

日程：７月 １８日（水） 
時間：16 時頃から作り始め１７時に食べます。 
お迎えは１７時１５分以降にお願いします。 

内容：17 時に提供しているおやつを自分達でクッキングして食べましょう。16 時から作り始める予定です。

使用する食材などご確認の上、お申し込みください。区分 1 の方は当日お迎え時にお支払いください。 

材料：＜カレーライス＞豚肉・じゃがいも・人参・玉ねぎ・ごはん・カレールー ＜デザート＞ゼリー 

 

☆夏休み特別プログラム☆  

工作教室 

申し込み 要（申込書はこのページの下にあります）  

締め切り 7 月1３ 日（金） 費用 １００円 

(申し込み時に、はまっ子へ直接お支払いください) 

日時 8 月３日（金） ① 9：30～11：30 ② 13：30～15:30  （各回 20 名） 場所：音楽室 

内容： ペットボトルを使って工作をしよう！Ｐ．１に写真があります。 

ペットボトルふうりん か くらげ in ボトル（アクアリウム）を選べます。 

当日の持ち物など詳細は 申し込みをした方へ後日お渡しします。 

その他: 

・申し込み多数の場合、抽選になります。 

・キャンセルの場合は前日18時までに連絡ください。当日欠席の場合は返金はいたしません。 

・申し込みをする場合は、夏休みのはまっ子出席票も「出席」で出してくだい。 

 

提出先：はまっ子ランド 

☆夏休み特別プログラム☆工作教室 参加申込書 (参加費１００円）申込日   月   日 
 
（   ）年 （    ）組    なまえ（ひらがな）                          

 

連 絡 先（ｔｅｌ）                       
↓希望の時間と工作するものを選んで〇で囲んでください。 
 

１．時間      ①  ９：３０～１１：３０    ②  １３：３０～１５：３０   ③  どちらでも良い 

２．工作するもの  A  ペットボトルふうりん      B  クラゲ in ボトル （アクアリウム） 
 

※参加費 100 円を添えて、はまっ子に直接お申し込みください。 締め切り：7 月１３日（金） 



  

この日は、子どもたち、お家の方、

約 130 人の参加でした。オペラ

の美しい歌声にドキッとして、神

妙に聴いたり、楽しい場面では、

遠慮なく笑ったり、子どもたちの

反応は、素直でした。(笑) 子ど

もたちに、はじめてのオペラを届

けて下さったビビットオペラト

ーキョーのみなさん、ありがとう

ございました。 

演奏： 

ビビットオペラトーキョー 

オペラの日、同時開催で、はまっ子合唱団の合唱も 

発表させていただきました。ステージの上にきちっと整列

した姿は、まさに立派な合唱団でした。(笑) 

1 年生の A ちゃんから「先生、見に来てね！」と誘われて

いました。、その言葉から、『がんばるぞぉ』って気持ちが

伝わってきました。子どもたちにとっては、この日の公演

は自分たちがメイン！だったんですね。そんな子どもたち

の気持ちに、危うく気づかないところでした。(；ﾟДﾟ) 

オペラの公演が終わったあと、ビビットオペラトーキョー

のみなさんのところに子ども 

たちが集まって行き、お話し 

たり、握手したりと、嬉しい 

時間もありました。 

６/14 

（木） 

5 月から始まった今年度囲碁教室

の第２回目を行いました。囲碁教

室では、子どもたちは、『クマちゃ

ん先生』こと、熊坂先生との決ま

りを守って、緊張感をもってやっ

ています。入室時の「こんにちは」

対局の前の「よろしくおねがいし

ます」の挨拶は忘れてはいけませ

ん。囲碁が強くなるだけでなくて、

お行儀や、その他、人として学ん

でほしいことが、自然と学べるん

です。(*‘∀‘) 

みんなで鶴を折って、千羽鶴を作っ

ています。折れなかった子も特訓の

すえ折れるようになりました。(笑) 

千羽鶴は北部病院に贈呈予定です。 

『愛の妙薬』 

６・９(土) 

演奏： 

ビビットオペラトーキョー 


