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2020年 

7月号 

はまっ子ランドの 

活動の様子！ 

（給食なしの期間） 

６月１日(月)～30 日(火)の期間は 

利用区分２の児童のみを対象として開所

をしています。はまっ子で昼食を食べるこ

とを基本としています。 

 感染対策の卓上シールドの囲いの中で、お

弁当やおやつを静かに食べています。 

                                主任 横手 美枝子 

 4 月、5 月のはまっ子では手作り品を希望者だけでのんびり作る時間がありました。フェル

トで作る花の髪飾りやディズニーやポケモンやすみっこぐらしなどのキャラクター何十種類

ものなかから好きなもの選ぶアイロンビーズ、そしてデコパージュのコースター等も作りまし

た。子どもたちが選ぶ基準は何だと思いますか？・・・なんと最初に作るのは「お母さんの好

きな色だから・・」「妹がこのキャラ好きなの・・」「お父さん喜ぶかな・・」と言ってお家の

方々の顔を思い浮かべ、好きな物を作ってプレゼントをするためなのです。次の作成の日、今

度は自分の好きな物を選んで作り始めます。 

 保護者の皆様は当然、ご自分のお子様を愛していらっしゃると思います。親の子どもを思う

愛情が一番強い。私もそう思って子育てしてきました。でも子どもたちに毎日接し様子を見て

いると子どもたちの家族を思う気持ちは大人と同じかむしろ強いかもしれないと感じること

があります。 

 前述の髪飾りやアイロンビーズ、デコパージュの作品も家族への愛情なのですがそれ以外に

も七夕の短冊にも「家族が幸せになりますように！」と書いたり、家族の団らんの様子を絵に

描いて「家族は宝物！」と言ったり・・・たった 6 年、7 年、8 年しか生きてきていないのに

その小さな胸の中にどれだけ家族への大好きが詰まっているか・・考えると胸が熱くなります。 

 「子の心親知らず！」にならないように私たち大人もしっかり愛情のキャッチボールをした

いものです。 



 

  
 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

第１回 囲碁教室 

この囲碁教室は日本棋院のご協力を得て行っています。 

申し込み：締め切りました 
申し込み児童のみ参加で
きます。 

費用：なし 
場所：第２音楽室 

日程：７月２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。申し込み児童のみ参加できます。 

対局の結果を記録しますので、囲碁ノートを持っているお子さんは忘れず持ってきてくださいね！ 

囲碁教室参加児童には別途お知らせをお配りいたします。 

 

七夕かざり 申し込み：出席票のみ 費用：なし 

日にち：7 月１日（水）～10 日（金） 場所：はまっ子教室 

内容： 7 月１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短冊に願い事を書いてね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月のプログラム 

７月の最終一斉下校時間 

 
１年生  １６：００ 
２年生以上１７：００ 
 
以降お迎えが必要です 

７月の予定 

日 曜日 予  定 

2 木 
囲碁教室 

※ 申し込みは締め切りました。 

10 金 七夕かざり(１日～10 日まで) 

未定 
荏田高バレーボール教室 
詳細は HP などに掲載いたします。 

学校の予定が変更になった場合、はまっ子の予定も変更にな
ります。順次 HP などでお知らせします。 

 

    かわいい子どもたちの

願い事 

 

昨年の七夕の笹飾り     



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  未定 時間 未定 

※日程・時間等、また中止の場合は HP などでお知らせします。 

大人気のバレーボール教室！みんなでバレーボールを楽しみましょう！ 

注：１年生はお迎えが必要となります。お迎え時、昇降口前の机に受付表がありますので 

ご記入ください。お子さんの引き渡しは受け付け順になります。必ず保護者様ご本人が 

ご記入をお願いします。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。  

 
 

    通常通りの授業、給食開始後のはまっこ活動について  

利用区分２の児童に加え、一週間程度の準備期間を経た上で、限定的に利用区分１の児童の 

利用を開始致します。  

３つの密を防ぐ観点から、下記の予定表の通り学年別の受け入れとさせていただきます。  

 また利用区分１のスポット利用（１回 800 円・月～金）についても再開致します。 

学校内の動線、教室内、おもちゃなど消毒を徹底して新型コロナ感染防止に努めて活動してまいり

ますが再開後に利用児童が急増し、3 密が防げない場合は再度制限を設けさせていただくことがあ

りますのでご了承下さい。はまっこ参加時は必ずマスクの着用をお願いいたします。 

 区分 2 の児童は引き続き利用できます。 

  

7 月利用予定表：一人で帰れる時間：1 年生は 16 時、2 年生以降は 17 時です。 

月 火 水 木 金 

  1 日 ２日 3 日 

  区分２のみ 区分２と囲碁教

室申込者 

区分 2 のみ 

学校委員会 

6 日 7 日 8 日 ９日 １０日 

区分２ 

区分１の 1 年生 

区分２ 

区分１の 2 年生 

区分２ 

区分１の 3 年生 

区分２ 

区分１の 4 年、

5 年、6 年生 

区分２ 

区分１の 1 年生 

１３日 １４日 １５日 １６日 １７日 

区分２ 

区分１の 2 年生 

区分２ 

学校クラブ 

区分２ 

区分１の 4 年、

5 年、6 年生 

区分２ 

区分１の３年生 

区分２ 

区分１の 2 年生 

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 

区分２ 

区分１の 3 年生 

区分２ 

区分１の１年生 

区分２のみ 

区分１の 4 年、

5 年、6 年生 

祭日 祭日 

  ※土曜日と給食終了後は区分２児童のみです。 

  ※添付の出席表にご記入の上２８日（金）までにご提出ください。 
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断捨離始めるも、思い出品を見つけては、

その手が止まり、あげ句の果ては、メルカ

リ始めて小遣い稼ぐ日々…でした。苦笑。 

・人生初のリモート飲み会（でも直接会いたい！） 

・お風呂掃除の鬼になった！ゴムベラで水分を取

り古いバスタオルで磨く！快感！ 

息子が借りてきたビデオを一緒に見ま

した。アクションものですが…。全 9 作。 

制覇‼ 

手作りベーコンを作ったり、焼豚を焼いたりと熟成

させて、スモーカーと七輪で遊んでいました。結果、

自分がふっくら       さんになってしまいました。 

週末毎に息子が作ってくれた違う種類の

カレーを堪能。おかげさまでお腹回りが

…自粛太りに加速がかかりました。 

大スキなパンを手作りしました。初めて

でしたが、焼きたてパンは、すごーくおい

しくて、いろんなパンを作りました。 

1 日 3 食・デザート…持ちネタは、あっ

という間に尽き(^^; レシピアプリに

お世話になりました！ 

縫っては送り、編んでは送り、おかずを作

ってはクール便で送り…ヤ○トさんの常

連になった日々でした。 

よくおやつにパンケーキを焼いて、息子と

食べていました。なので、ちょっとお腹に

お肉がついてしまい…。 

Ｑ 緊急事態宣言中、 

  ステイホームでおうち時間を、 

どのように過ごしましたか。 

自粛期間中は、オンライン飲み会、オン

ラインヨガ、オンラインライブなど、オ

ンラインにハマってました。(笑) 

普段出来ない家の片づけをしていまし

た。 

ステップエクササイズを始めました。BD

も買いましたが、ウォームアップで疲れ

果てて本編に進めません。 

アイロンビーズの図案＆サンプル作り。 

はまっ子の活動のために始め 

ましたが、すっかり自分がハマ 

って家中ビーズだらけに！ 

運動不足を解消するため、ラジオ体操を

毎日しました。あとはピアノを弾いたり 

お料理作ってました。 

 

私も学校がお休みとなり、宿題と筋トレをお家で

していました。筋トレの効果は結局あまり無かっ

たですが、良い運動になったので良かったです。 

調理食事 5：名探偵ポアロ DVD 鑑賞２：

家事２：猫の相手１。取り寄せ富山の      

カニ最高でした！ 

主任 

横手美枝子 

副主任 

浦垣みどり 

松本有紀 川口玉枝 

 

白石高子 

 

 

髙瀨陽子 

 

 

松本彩乃 

 

 

 

合田悦子 

 

 

松原深雪 

 

 

常広由香里 

 

 

福田理恵 

 

 

古賀久美子 

 

 

根本恭子 

 

 

 

水野敦子 

 

 

 

横手 梓 

 

 

 

染河由美子 

 

 

 


