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2020年 

12 月号 

この写真 の作成者 不明な作成者 

中面に申込書があります。3年生以上の人が申し込めますので是非申しこん

で下さい！3年生１０日(木)、１６日(水)、4年生１８日(金)です。 

世界に１つ！自分だけのアクセサリーを創ろう！ 

                                主任 横手美枝子 

北のほうでは雪の便りも聞かれる季節になりました。新型コロナのニュースを初めて聞い

たのは寒い季節だったなと思い出します。皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか？ 

予防に努めて何とか乗り切りたいと思います！ 

もう大分経ちますが１０月 31日に運動会が開催されました。2部の入れ替え制で学校の配

慮の深さを感じるプログラムでした。はまっ子の主任として観させていただきましたがどの

学年も立派で全力を出して走り、誇らしげに演技をしているのがわかりました。 

1 年生はボンボンを振り、みんなが笑顔で可愛らしかったです。2年生のフープ演技は全員

が回せていたのにびっくり！３年生のなわとびの演技もみんな揃っていてどの顔もちょっぴ

りお姉さん、お兄さんの顔になっていました。4年生のエイサーは手作りの太鼓の音がそろっ

ていて見事に沖縄の雰囲気を作り出していました。５年生のフラッグ演技はフラッグの音を

出すところと出さないところの動きの違いを見事に演じていました。風を感じることが出来

ました！6 年生のソーランはさすが最高学年！顔もきりりとして！6 年生としてのオーラを

放っていました。きっと下級生たちは「6年生になったらこんなにかっこ良くソーランを踊り

たい！」と思ったに違いありません。運動会は本当に良いですね！ 

保護者の皆様もきっと子どもたちの真剣に取り組む姿にご満足のことと思います。短いな

がらも本当に良い運動会でした。こんな素敵なお子さんたちを持つ保護者さん！羨ましいで

す。子育て楽しんでください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はまっ子ランド一斉 mail✉にご登録をお願いします。 
ホームページからも登録していただけます。 
はまっ子からのお知らせをメールします。✉ mag-apply@hamakkoland.com 

  

https://hamakkoland.com/
https://mogeko.me/2019/045/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


12月の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アンデミルミル de マフラーづくり  
出席票のみ 

希望者のみ 

費用 なし 
各自、毛糸を 
ご用意下さい 

日程：12 月 2 日（水）～2 月末まで  

 

 

 

 

毎年恒例のマフラーづくりが 12 月 2 日よりスタート！ 

好きな色の毛糸でマフラーを作りましょう。区分 1 の方は参加する日にちが少ない

ので、2 月までに仕上げられるよう、頑張って作ってくださいね！ 

持ち物：毛糸玉 2-3 玉を袋に入れてお持ちください。極太、並太くらいの伸びる毛糸が編みやすいで

す。細い毛糸、伸びない毛糸は編みにくいです。袋には記名をお願いします。 

 

第６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   １２月１７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に持ってきてくださいね！  

クリスマス会  
区分2及びスポット利用の方のみ 

参加できます。 
費用 なし 

日にち  １２月 ２５日 （金） 場所：第 2 音楽室 

内容は当日発表します！ お楽しみに。                    

日 曜日 予  定 

12/２～2 月末 アンデミルミル deマフラーづくり 

17  木 囲碁教室 
１６時から参加の人は全員お迎えが必要です 

25 金 クリスマス会  
※区分２とスポット利用のみ 

１０日（木） 
１６日（水） 
１８日（金） 

レジン教室 3 年生以上限定 
区分 1 のお子さんは学年によって実施日が
異なります。申し込み用紙（Ｐ３）を参照
してください。※通常の活動もあります。 

冬休み 
１２／２８（月）、 
１／４（月）、５（火） 
※区分 2 とスポット利用のみ 

いよいよ煙体験スタート 

1２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 
 

 



１２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 

 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 

 区分２＆Ｓ※ 区分２＆Ｓ 
区分１の４年、
５年、６年生 

区分２＆Ｓ 
区分１の２年生 

区分２＆Ｓ 
区分１の１年生 

区分２ 

７日 ８日 ９日 １０日 ★ １１日 １２日 

区分２＆Ｓ 
 

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 

１４日 １５日 １６日 ★ １７日 １８日 ★ １９日 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 

区分 1 の 1 年生 

区分２＆Ｓ 

区分１の３年生 

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 

２１日 ２２日  ２３日  ２４日  ２５日  ２６日 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 
 

区分２＆Ｓ 
 

区分２＆Ｓ 
 

区分２＆Ｓ 
 

区分２ 
 

２８日 ２９日 ３０日 ３１日   

区分２＆Ｓ  

 

 

 

冬休みのはまっ子実施について 

区分２の方とスポット利用の方のみ 
参加できます。区分１の方はスポット利用

の申し込みが必要となります。 

開設期間 １２月２８日（月）～１月５日（火）（１２月２９日（火）から１月３日（日）は除く） 

開設時間 午前  ８:３０～１２:００ 必ず９時までに入室してください 

     昼食 １２:００～１３:００ お弁当、水筒持参 

     午後 １３:００～１９:００ 午後から参加の場合は１３時までに入室してください 

下校時間 一斉下校は全学年 １２：００、１３：００、１６：００です。 

     この時刻以外は保護者のお迎えが必要ですのでご注意ください。 

８:３０以前は準備のため教室には入れません。 

 

3 年生以上限定 

はまっ子ランド宛 レジン教室申し込み書 申込日   月   日 締め切り日１２月３日（木） 

参加費１００円を添えて参加申し込みをします。        

どちらか希望の方に〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※キャンセルについて：１２月８日（火）までのキャンセルは返金いたします。以降は準備のため返金できません。 

※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をご提出ください。 
出席表は１１月２７日（金）までにご提出ください。 

 

区分２の方は出席予定の日程すべてに〇

をつけてください。こちらで調整します。 

 １２月１０日（木） 出席予定の日に 

 １２月１６日（水） 全て〇を入れる 

  １２月１８日（金） 

区分１の３年生はどちらか 1つ

に〇をつけてください。 

 １２月１０日（木）  

 １２月１６日（水）   

区分１の４年生以上は 

以下の日程のみとなりま

す。〇をつけてください。 

  １２月１８日（金）  

髪用ゴム   髪用ピン 

キ
リ
ト
リ 

持ち物：上履き、弁当（必要

な方）、体温等を記入した学校

の健康観察表（メモでも可） 

１２月２９日（火）から１月２日（土）は、はまっ子閉所です 

学年   組      年      組 
ひらがなで 

名前                   

電話番号                 



 

 

 

  

3 年生の女の子たちが、ワミー(ブロック)で、素敵なバッグを次々と作り出し、あっという間に『はまっこバッグ店』を

オープンさせました。それぞれのバッグには、そのイメージ通りの商品名が付けてありました。さすがです。(^^;) 

ハロウィン パーティー 

ユニコーン 
DX マリオ 

秋の運動会、無事終わったようですね。毎年、はまっ子スタッフも楽しみに、子どもたちの 

がんばりを観させてもらっていましたが、今年は観られなくてザンネンでした。 

なので後日、子どもたち何人かに、「徒競走なん番だった？」と聞いてみたりしました。お迎え

に来られたお母さまからも、「いっしょに走った中にリレー選手の子が 2人いて、3番だったの

で、すごく悔しがっていました。」や「はじめての 1等賞でした！」など、お話を聞かせて頂き

ました。私自身は、悔しい思いをしたことや、1等賞でかけ抜ける時の最高の景色を見たことが

ないのですが、そんなお話しを聞いて、それでも楽しかった自分の小学生の頃の運動会をしば

し思い出していました。(*^^*) 

チャーム 


