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クリスマス工作 

 11/２４．２５．２６．２７ 

キラキラモールを使って、かんたんに作れます。 

   リースの輪には、 

   『永遠』と言う意味があ

ります。はじめも終わりもな

く、「生命や幸福がいつまでも

続くように」と言う願いが込

められています。 

                                       主任 横手 美枝子                                        

秋も深まり、夕焼け空の真っ赤な陽があっという間に落ちてしまう季節になりました。皆様にはお変わ

りなくお過ごしでしょうか？ 

子どもたちは相変わらず元気いっぱいで遊んでいます。市からの指導では子どもたちは１メートル以上

間隔を開けて遊ばせる、同方向に座る、タッチはしないなどキッズ運営の指針が示されていてなるべく指

導に従って遊ばせなければと思いつつ子どもたちに守らせるのは大変難しいのも現実です。保護者の皆様

にはその点をご理解のうえご参加いただきたいと思います。 

手指の消毒に加えおもちゃや室内、帰宅時の動線などは毎日消毒、清掃を心がけておりますのでご安心

ください。今日はそんな制約がある中でもある３年生のＡさんが中心となって作ってくれた「はまっこ新

聞」をご紹介いたします。読者からの投稿が入れられるように毎回ポストまで付けてあります。子どもた

ちにもなかなか好評です。Ａさん！これからもよろしくお願いします。 

 



１１月の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回 囲碁教室  
このプログラムは日本棋院のご協力を得て行っています 

申し込み 終了 
登録児童のみ参加できます 

費用 なし 

日にち   １１月１９日（木） 
時間 ① 15:00～15:55  

② 16:00～16:55  

一斉下校最終時間が 16:00 ですので②に参加の方は全員お迎えが必要になります。 

① ②のコースの入れ替えは出来ません。 

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！  

 クリスマス工作  
申し込み 出席票のみ 

学年によって実施日が異なります。 
費用 なし 

区分 1の方の参加できる日程は以下の通りです。学年によって異なります。 

1年生 ２６日（木）  2年生   ２７日（金） 

3年生 ２４日（火）  4年生以上 ２５日（水） 

☆区分２の方は出席日に作ります。★帰る時間に合わせて順番に作ります。 

 

場所：第 2 音楽室 

詳細はP1を参照してください。 

 

10 月 9 日（金）、12 日（月）、14 日（水）、15 日（木）に区分２  

と区分１の１年生の保護者さんを中心にはまっこ保護者会として 

はまっこの見学会を開催いたしました。１年生の保護者さんには４月入学後初めて、はまっ子の教室内を見

ていただいて「こんなきれいなところで遊んでいるのね」とか「いっぱいおもちゃがあるのね！」というお声

を頂き、少しは安心していただけたかと思います。 

保護者の皆様には密を避ける、マスク着用、手指の消毒と感染防止にご協力頂きましてありがとうございました。 

 

日 曜日 予  定 

２ 月 運動会代休（８：３０～はまっ子開所） 

1９ 木 
囲碁教室 
１６時から参加の人は全員お迎えが必要です 

カレンダー
参照 

クリスマス工作 
区分 1 のお子さんは学年によって実施日
が異なります。下記参照してください 

いよいよ煙体験スタート 

1１月の一斉下校最終時間 

 
1 年生１６：００ 

2 年生以上１６：００ 
 

以降はお迎えが必要です 
 

 

保護者見学会開催いたしました 

（リース作り） 



１１月も引き続き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。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。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。 

 

１１月利用予定表：一人で帰れる時間：1 年生、2 年生以上ともに１６時 0０分です。 

月 火 水 木 金 土 

２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 

区分２＆Ｓ※ 

運動会代休 

祭日 区分２＆Ｓ 
区分１の３年生 

区分２＆Ｓ 
区分１の２年生 

区分２＆Ｓ※ 区分２ 

９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 

区分２＆Ｓ 
区分 1 の 1 年生 

区分２＆Ｓ※ 
 

区分２＆Ｓ 
区分１の２年生 

区分２＆Ｓ 
区分１の３年生 

区分２＆Ｓ※ 区分２ 

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 

区分２＆Ｓ 
区分１の 4 年、
5 年、6 年生 

区分２＆Ｓ 
区分 1 の 1 年生 

区分２＆Ｓ※ 区分２＆Ｓ 
区分１囲碁教室
申込者 

区分２＆Ｓ 
区分１の 4 年、
5 年、6 年生 

区分２ 

２３日 ２４日 ★ ２５日 ★ ２６日 ★ ２７日 ★ ２８日 

祭日 区分２＆Ｓ 

区分１の３年生 

区分２＆Ｓ 

区分１の 4 年、
5 年、6 年生 

区分２＆Ｓ 

区分 1 の 1 年生 

区分２＆Ｓ 

区分１の２年生 

区分２ 

３０日      

区分２＆Ｓ※      

 

 先日、区分 2の 3年生以上限定で 

髪用ゴムかピンのレジン製作をしました。 

ドライフラワーやビーズなどを入れて、 

ハートや星など好きな形のものを作りました。

皆、可愛くできて大満足！ 

区分 1の方にも 12月ごろにレジン製作教室を

計画中です。お楽しみに～♪ 

レジン製作 

※Ｓはスポット利用（有料 800 円）となります。 
スポット利用申込書にご記入の上出席表とともに２８日
（水）までにご提出ください。 

 



 

 

  

10 月 6 日(火)、はまっ子防災訓練を行いま

した。29 名の子どもたちが参加しました。

川和消防出張所より校庭に消防車が到着し、

子どもたちは興味深く消防車を取り囲みま

した。消防車に積んでるものを、丁寧に説明

していただき、みんな大満足。所長さんから

消防車についての問題も出されましたが、み

んな不正解の連続でした。(笑) 煙体験で煙

のトンネルにも入り、火事の恐さを少し感じ 

   ることもできました。 

10 月は、はまっ子保護者会に代わり、お家の方に、 

はまっ子の教室を見学して頂ける日が何日かありました。 

ある日一番に 1 年生の A くんのお父さまが、教室を見学され

ました。Aくんは、お父さまがお迎えに教室までいらしている

ことにまったく気づかず、いつものように正座でマンガ本を読

んでいました。お父さまが、Aくんの隣にそっと座られました。

しばらくしてようやく気づいた Aくんが「うわっ！」と声を上

げ、嬉しそうな顔を見せました。教室の子どもたちもスタッフ

もその様子をずっと見守っていたので、可愛らしい Aくんのリ

アクションにみんな大笑いでした。 

お家の方がお迎えに来られて、子どもたちは、まだ遊びたかっ

た！と残念がる日もありますが、でもやっぱりお家の方のお迎

えに、子どもたちは、ほっとして帰って行きます。 

お家の方も子どもたちも、『今日も一日おつかれさまでした。』

と、その後ろ姿を見送る私たちです。(^_^)/~ 

工作したり、 

宿題したり、 

マンガ読ん

だり…。 

わたしが 

ご案内します！ 
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