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2019 年 

３月号 

焼うどん 

 てっぱんが

だいぶお祭り

みたいに、なっ

てきたぁ! 

 おいしい!
って、おいしそ
うに言ったら、
もっとおいし
くなるんだよ。 

にんじん、ウィンナ

ーを、みんなで切り

ました。(*^^)v 
１/25（金） 

子どもは食レポの天才! 

                              はまっ子ランド主任 横手 美枝子 
寒い日温かい日が順番にやってきて春に少しずつ近づいています。皆さま体調はいかがでしょうか?イン
フルエンザや花粉症・・春は体調を崩しがちです。くれぐれもお体ご自愛ください。 

最近、真冬でも霜柱が立たなくなっているように思います。霜柱を足で蹴って氷の柱を道に散乱させた
り、手の上に載せて宝石でも見るように眺めたりしながら登校する、子どもたちの姿を見ることが無くな
りました。温暖化なのでしょうか、暖かいのは助かりますが、なんだかちょっと寂しい気もします。 
 時代によって子どもたちの様子も変わっていきますが、大人が素通りする場面でも子どもたちは立ち止
まって「何だろう?」｢おもしろそう!｣というわくわくした気持ちを持ち続けてもらいたいと願っていま
す。 

先日、下校時の子どもたちが通学路で１０人ほど輪になって何やら話しているところに通りかかりまし
た。どうしたのと声を掛けるとみんながそれぞれに「あのね、あのね、Ａ子ちゃんがね・・・」「Ａ子ちゃ
んが転んでね・・・」「Ａ子ちゃん泣いていたの・・・」とみんなで一斉に話始めました。私はＡ子ちゃん
のそばに行って「大丈夫かな?どこか痛いところある?」と言って体の様子を観察すると怪我をして血が
出ているようなところもなくＡ子ちゃん自身も「大丈夫!」と泣くのをやめて答えてくれたので「良かっ
たね!みんなももう帰ろうね!」と促すとみんなでＡ子ちゃんをいたわりながら歩いて行きました。 

お友達が泣いているのをみてみんなが立ち止まり、輪になって心配してあげている光景が温かくて良い
なと思いました。「立ち止まる!」子どもたちには大切な体験時間であり、空間だと思います。 

３月のはまっ子ランドでは特別活動が盛りだくさんです。ぜひ立ち止まっていろいろな体験、経験をし
て新年度に向かってジャンプして下さい。 



 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひなまつり 申し込み:出席票のみ 費用:なし 

日時 ３月 1 日（金）活動時間内 時間:活動時間内  場所 はまっ子教室 
内容:2 月下旬から折り紙のお雛様を皆で折りましょう。ステキな雛飾りができますように。 

３月の最終一斉下校時間 

 
２年生以上１７：００ 

に変わります。 
 
１年生は１６：００ 

です。 
 

☆卒業式 3 月 19 日（火）のはまっ子について 

 区分 1 の方で 6 年生にきょうだいがいる方、または保護者が PTA 役員など 

で卒業式に参列される方のみ申し込みできます。（卒業式終了時まで） 

別途配付の申込書でお申し込みください。 

 区分 2 の方、区分 1 でスポット利用の方は通常通り終日参加可能です。出席票、スポット利用申込

書でお申し込みください。 

 

☆保護者会 3 月２日（土）13：30～14：00 第２音楽室にて 

 13：4５頃から３０年度の活動の様子をスライドショー上映します。是非ご参加ください。 

 

☆荏田高校バレーボール教室 3 月 2２日（金）14:00 ～14:55 

通常と曜日・時間が異なります。午前授業で弁当がない日です。①②いずれかの参加方法となります。 

①  お弁当を持参して はまっ子で昼食をとった後、参加 

②  帰宅後、バレーボール教室のみ参加も可能 

日 曜日 予  定 

１ 金 ひなまつり 

２ 土 13:30 保護者会（受付 12:45～） 
14:00 新年度説明会（受付 13:30～） 

７ 木 第１０回 囲碁教室 

１３ 水 横浜 FC サッカー教室 

１５ 金 吉田勇太けん玉ワークショップ 

１６ 土 少林寺拳法教室 

１８ 月 卒業・進級おめでとうの会 

１９ 火 卒業式（下記お知らせを参照してください） 

２２ 金 荏田高バレーボール教室（14:00‐14:55）
※いつもの曜日・時間と異なります 

3/26～4/4 春休み（ご案内は後日別途配布します） 

 



はまっ子保護者会 申し込み不要 費用 なし 

日時:3 月 2 日（土） 13:30～14:00 場所:第 2 音楽室（はまっ子教室の正面です） 

内容:子供たちの活動の様子をスライドの上映でご紹介します。（13:45 頃～） 

持ち物 PTA 保護者 ID ストラップ 上履き（スリッパなど） 
 

第１０回 囲碁教室 (全１０回) 申し込み 終了 
登録児童のみ 費用 なし 

日程:３月７日（木）※先月号で 14 日と掲載しましたが誤りです。申し訳ありません。 
時間 ①15:00～15:50 

②16:00～16:50 
３０年度最後の囲碁教室です。今回は日本視覚障害者囲碁協会:柿島さんを特別ゲストとしてお迎えする予定で
す。視覚障害者囲碁のセット（立体囲碁:アイゴ）を使って対局できます。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!  

 

横浜 FC サッカー教室 申し込み:別途案内配布します 
費用:有料 1 人 100 円 

日程:３月１３日（木） 場所:小学校グラウンド ☆詳細は別途配布の案内をご参照ください。 
 

吉田勇太けん玉ワークショップ 申し込み:出席表のみ  費用:なし 

日程  ３ 月 15 日（金） 時間:15:00－15:55  場所:第 2 音楽室 
内容:けん玉世界大会にも出場しているけん玉プロプレイヤーの吉田勇太さんによるパフォーマンス、  

そしてけん玉のコツを教えてもらいます! 
持ち物:ご自分のけん玉を持っている人は名前を書いて持ってきてください。ない人は、はまっ子でも少

し用意します。 
 
少林寺拳法教室 申し込み:別途案内配布します  費用:なし 

日程  ３ 月 16 日（土） 時間:10:30～12:00  場所:第 2 音楽室 
内容:初心者向けの少林寺拳法の教室です。健康な体づくりに加え、互いの向上を願う思いやりの心を育

みます。護身術にも! 
保護者さんも参加していただけます。是非親子でご参加ください!もちろんお子様のみでもＯＫです。 

 

卒業・進級おめでとうの会 申し込みは出席票のみですが、出席票にお菓子の配付に 
ついて確認が必要な個所があります。（詳細下記） 

日程  ３ 月 18 日（月） 時間:活動時間内 場所:第 2 音楽室 

内容:はまっこ合唱団で歌った曲を何曲か皆で歌いましょう。参加者にはお菓子（おめでとうクッキー） 
を配布予定です。18 日に出席のお子さんは成分をご確認いただき出席票の「アレルギー無し」の欄に押印
をお願いします。アレルギーがあるお子さんは赤字で「アレルギー有り」と記載してください。 
クッキーの成分:小麦粉、砂糖、バター、卵、アーモンド、塩、ベーキングパウダー、苺果汁 

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 
日程:３月２２日（金）通常と曜日が異なります。 時間 14:00～14:55（通常と時間が異なります） 

が 14:00～14:10 に見られます。 
保護者さんで見学希望の方は 13:50 までにピロティにお集まりください。 
注:通常と曜日・時間が異なります。左のページをご参照ください。 

ズボンなど運動の出来る服装で来てください。水筒を持参してください。  

この囲碁教室は日本棋院の協力を得て行っています。 



  

今年の恵方は 

東北東!こっちだよ。 

2 月 1 日（金）ちょっと早い節分をしました。いつもは、

にぎやかなおやつの時間ですが、みんな黙って、東北東を

向いてのり巻きを食べました。素直。（笑） 

小袋に入った豆を、年の数の７つだけ食べて、あとはきっ

ちりお家に持ち帰った A くん。忠実。（笑） 

オニの足あとのべっこうあめを、最後に口にほうばって 

寒さを吹き飛ばすくらい、みんな元気です。 

オニに向かって豆は投げません。 

オニと話し込む子どもたち。（笑） 

ある土曜日のはまっ子で、 

1 年生の A ちゃんが、 

ひとり黙々と、おひなさ 

まを作りました。 

みんなにも見てもらおうと、はまっ子の教室にしばらく

飾ることにしました。 

月曜日、やって来た 2 年生の B くんが、それを見て 

「あっ、ほとけさまだ!オレは作らねぇ。」 

おひなさま、だよ。…まったく笑わせてくれます。 

子どもたちが、毎日の中で発する言葉に、ハッと驚いた

り、プッと笑えたり。 

私たち大人を、一瞬で子どもの世界に連れて行ってくれ

ます。はまっ子こども語録が作れそうです。(*ʻ∀ʻ) 

 

6 年生の卒業の日が近づいてきました。 

学童さんに行く前に、はまっ子に立ち寄り顔を見せてく

れていた 6 年生の C さん。1 年生からずっと、はまっ子

に来ていました。高学年になるにしたがって、下級生た

ちをたばねて、学童に行くのです。いつの間にか、しっ

かりとしたお姉さんになっていました。4 月からは、新

しい生活のはじまり。応援しています。(^o^)／ 

ぬりえコーナーには、20 種ほどのぬりえを置いていますが、

新しいぬりえを追加すると、子どもたちは大喜びです。 

『今日のベスト 1』に、はり出してもらおうと、がんばってぬ

ってくれる子がたくさんいます。お弁当のぬりえは、色をぬ

って切り取って、空き箱をお弁当箱に仕立てて、お弁当を詰

め込みます。女の子に人気です。(*^_^*) 


