
あ 

 

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：2021 年１月２１日 

https://hamakkoland.com/ 

2021年 

２月号 

みんな！マスク、 

手洗い忘れずに！ 

手洗い・アルコール消毒  換気扇回っています。 

空気清浄機運転中！ 

教室・消毒そうじ。 

おもちゃの消毒。 換気・窓は解放。 

                                    主任 横手 美枝子 

 新しい年を迎え気持ちも新たにはまっ子ランドの活動が始まりました。今年度もよろしくお

願いいたします。とは言え新型コロナの感染が拡大し、外出自粛生活も長引き、人とマスクを

外して会話することもままならない日々が 1 年近く続いています。子どもたちにも「手を消毒

してね、マスクをきちんと付けてね、密にならないように距離をとってね！」などなど、こと

あるごとに注意をするのが日課になっています。私としては複雑な気持ちになります。荏田南

はまっこランドの良さは、みんなが仲良く密になって多少わんぱくでも押し合いへし合いしな

がら人間関係を築いて成長していくところだと思っています。 

 子どもたちは聞き分けが良くちゃんとマスクもして自分から消毒もしてくれます。ただ「密

にならないでね！」はとても難しいです。仲が良ければ良いほどくっついて遊びます。本当に

楽しそうな笑顔で遊んでいるのです。そこだけふわふわと虹色の明るい光が出ている感じです。

それを注意して引き離すのは忍びないです。せめて空気清浄機を付け、常時、窓を開けて風の

流れを作り教室内を安全な空間にしておくことを心がけています。時々「もう少し離れて遊ぼ

うか！」と声を掛けると「無理！」という答えが返ってきます。そうだよね・・・楽しいもの

ね・・・そう思ってしまいます。トランプも少人数で距離を置いて遊ぶ、鬼ごっこもしっぽ取

り鬼ごっこにするなど、いろいろ配慮をして遊んでいます。今後、はまっ子でも充分気を付け

て活動してまいりますが保護者の皆様には何かお気づきの点、遊びの提案などございましたら

是非はまっ子ランドまでご連絡ください。よろしくお願いいたします。 

 

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/


２月の予定 

 

 

 

 

 

 
 

＊荏田高校バレーボール教室はありません。 

 

 

 
 

第８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   ２月１８日（木） 
時間 ① 15:00～15:55  

② 16:00～16:55  

一斉下校最終時間が 16:30 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！  

 
 

夜の避難訓練 申し込み：出席票のみ  

日程  ２月中 場所 はまっ子教室等 

内容：17 時以降、暗い中での避難訓練を 2 月中に実施します。天気など考慮し何日にするかは未定です。 

 

 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：先月に引き続き実施します。～2 月末まで  

 

 

 

 

毎年恒例のマフラーづくりが 12 月 2 日よりスタートしています！ 

好きな色の毛糸でマフラーを作りましょう。未完成の人は 2 月末までに仕上げられ

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。 

 

日 曜日 予  定 

１８ 木 
囲碁教室 
16 時から参加の人は全員お迎えが必要です 

未定  夜の避難訓練 

アンデミルミルでマフラーづくりは、２月末までで終了と
なります。 

２月の最終一斉下校時間 
２年生以上１６：３０ 

に変わります。 
 

１年生は１６：００です。 
 
以降お迎えが必要です。 



熊ちゃん先生からのお知らせ   http://igo.flop.jp/kuma/ 

1 月は皆さんにお会いできず、大変残念です。コロナ禍でも子ども達は囲碁を積極的に取り組み、

私も助手達も毎回感心しています。 

さて、主宰している“くまちゃん子ども囲碁教室”では zoom 等を使用して「ネット講義」と「13

路盤ネット大会」を週末や祝日に開催しています。初心者～有段者、小学生～大人、時には海外

からも参加して楽しく囲碁をしています。ステイホーム中でも、『囲碁』で世界を広げてみません

か？ 

 

保護者会 と 令和３年度 はまっ子ランド利用申し込みについて 

2 月  上旬 在校生 入会のしおり配布 

★昨年度までと変更点が多数ありますのでご確認ください★ 

2 月 15 日（月）～３月５日（金） 在校生・新 1 年生 利用申込書提出期間 

はまっ子に直接提出してください 

2 月 20 日（土） 
ソーシャルディスタンスを守り 
マスク着用で実施いたします。  

10：00～ 保護者会           場所 体育館 
10：１5～ 来年度説明会   
(1 時間程度） 持ち物 上履き、令和３年度の入会のしおり 

3 月中旬 在校生 4 月の出席票は はまっ子ランドだより 4 月号ととも
に配付します 

２月利用予定表：一人で帰れる時間：1 年生 16 時 00 分、2 年生以上 16 時 30 分です。 

月 火 水 木 金 土 

１日 ２日 ３日 ４日  ５日 ６日 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 
 

区分２＆Ｓ 
 

区分２＆Ｓ 
 
 

区分２＆Ｓ 区分２ 

８日 ９日 １０日  １１日 １２日  １３日 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 
区分 1 の 1 年生 
 

区分２＆Ｓ 
区分１の２年生 

建国記念日 
休み 

区分２＆Ｓ 
区分 1 の 3 年生
以上 

区分２ 

１５日 １６日  １７日  １８日  １９日  ２０日 

区分２＆Ｓ 
区分１の３年生
以上 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 
区分１の１年生 

区分２＆Ｓ 
区分１の囲碁教室

申込者 

区分２＆Ｓ 
区分１の２年生 

区分２ 
 

２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 

区分２＆Ｓ 
区分１の２年生 

天皇誕生日 
休み 

区分２＆Ｓ 
区分１の 3 年生
以上 

区分２＆Ｓ 
区分 1 の 1 年生 

区分２＆Ｓ 
 

区分２ 

 

 

 

※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 1 月 2７日（水）までにご提出ください。 

 



 

 

 

毎年、ケーキ屋さんから、 

クッキーでできたお家ヘク 

センハウスをはまっ子にプ 

レゼントして頂いています。 

食べてしまうのがもったいないのですが、クリスマスの

25 日には解体！(笑)おやつの時間にみんなで分け合っ

ていただきました。煙突部分がまわってきた A くんは、

みんなから「いいなあ。」と、うらやましがられていまし

た。みんな黙ってしみじみ味わって食べてる様子が、な

んとも可愛かったです。                                                            

           クリスマスの 25 日、3 年生の 

           A さんのお弁当が、かわいいサ 

ンタさんだったのでパチリ！ 

A さん、最後まで食べずに大事 

に残していました。(*^^*) 

25 日、はまっ子クリスマス会を、 

音楽室で行いました。3 年生の 

A くんがピアノを演奏してくれました。 

♪『威風堂々』とみんなが大好きな♪『紅蓮華』 

を選曲！その特技にみんな驚きのまなざしで、聞き

入っていました。(*^^*) 

続いては、大ビンゴ大会！ビンゴ！した人から 

景品を選びます。みんながビンゴ！するまで 

ワイワイがやがや。楽しみました。 

最後は、サンタさんからはまっ子に届いたプレゼント

を開けてみました。子だもたちから、うれしそうな声

が上がりました。(*’▽’) 

今月の 
作品 

レゴ 

スタイリッシュな、

バーガーショップ 

着せ替え 

『鬼滅の刃・ 

 カナヲ』 

 

齋藤 剛 

 

大学がオンライン

授 業 に な っ た た

め、お家で授業を

受けたり、外で友

達と軽く運動した

りして過ごしてい

ました。 

 

Q 自粛中の 

 生活は？ 

    

は？ 

 

カニカマのぼうしと 

チーズのひげ 

    


