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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

主任 横手 美枝子
青葉若葉の大変美しい季節になりました。お子様のご入学、ご進級おめでとうございま
す。学校の中は文字通りぴかぴかのランドセルを背負った新１年生の元気な声が響き、春の
うきうきした空気に満ちています。
４月１日から令和３年度のはまっ子ランドの活動が始まりました。本年度新１年生さんは
1３、1４、1５日で行ったオリエンテーションで、しっかりとはまっ子でのお約束を聞くこ
とが出来ました。
違うクラスや違う学年のお友達との遊びを通して交流し、お互いに豊かな人間関係を築い
ていってほしいと願っています。
3 月まで 1 年生だった新 2 年生の子どもたちは急にお姉さん、お兄さんの顔になり新 1
年生に接しています。何をしてよいか分からないでいる 1 年生さんを「ねえ、今日初めては
まっこに来た 1 年生さんなの、一緒に仲間に入れてあげてくれる？」とお願いすると場所を
空けてその子が座れるようにして「座ってよいよ！」と言ってくれました。身体も大きくな
っているのですが、それ以上に心が成長し自分より小さい子を思いやる余裕が出てきていま
す。4 月春休み、つい２，3 日前まで 1 年生だった子どもたちが今までと同じように教室ロ
ッカー下の段に入れようとしたので「下の段は新しい 1 年生さん用に空けておいてくれる
と嬉しいな！」と伝えると目を輝かせて「そうだ！新 1 年生が入って来るんだ！」とすぐに
ロッカー上段に入れ直してくれました。自分が２年生になったということ、自分より下の子
どもたちが入って来るということが嬉しいのでしょうね！その顔を見ている私も嬉しくな
りました。
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※区分２ＡＢとスポット利用の方が参加できます
※16:00-16:55 は出席者全員がバレーボール教
室参加となります。当日体調不良等で参加できな
い場合は事前にお知らせください。

第１回 囲碁教室
※通年での申し込みが必要です。
※申し込み者以外は通常活動をします。

１年生
１６：００
２年生以上１７：００
この時間以降はお迎えが
必要です。

区分１の学年別受け入れスケジュール
これから暑くなります。外や
体育館で遊ぶと水分補給が
必要になりますので水筒を持
たせてください。
手洗いの後に使うハンカチも
忘れずに！

5 月からお迎え方法が変わります！

はまっ子教室まで来てね！

今までお迎え時に児童昇降口でお待ちいただいていましたが、5 月から 2 階のはまっ
子ランド教室までお迎えに来ていただくことになりました。何点か注意していただきた
いことがありますのでご確認ください。
★インターホンを押し、学年・組・お名前をお知らせください。子どもたちの遊び声で聴
きとりにくい場合がありますのではっきりとお伝えください。
★電子錠を開錠しますので右から二つ目のドアから入り、置いてあるアルコールで手指
を消毒してから、すぐ右にある階段を２階まで上り、すぐ左手のはまっ子ランド教室
までいらしてください。
★途中三角コーンがいくつか置いてあり「ここから先に入れません！」の表示がありま
す。入ると警報が鳴り警備員が駆け付けますので絶対に入らないでください。
教室に忘れ物があった場合も取りに行けませんのでご注意ください。トイレのご使用
もご遠慮ください。何かありましたらスタッフにご相談ください。
★必ずマスク着用でお迎えをお願いいたします。また体調が優れないなどご心配な方は
来所をご遠慮いただきますようお願いいたします。

荏田高校バレーボール教室

申し込み：出席票（区分２ＡＢ）
費用：なし
スポット利用申し込み（区分 1）

日にち：5 月 13 日（木）

時間：16：00～16：55

場所：体育館

大人気のバレーボール教室！荏田高校バレー部のお兄さんたちが優しく教えてくださいます。みんなで
バレーボールを楽しみましょう！ズボンなど動きやすい服装で来てください。水筒も忘れずに。
※16:00-16:55 は出席者全員がバレーボール教室参加となります。当日体調不良等でバレー
ボールに参加できない場合は事前にお知らせください。
※1 年生はお迎えが必要です。お迎え時、昇降口の前の机に受付票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付順になります。必ず保護者様ご本人がご記入をお願いします。
区分 1 の方はスポット利用料 800 円が発生します。この日はおやつを 17 時に食べますので
区分２Ａの方は 17:15 までのお迎えの場合は延長料金（400 円）はかかりません。

第１回 囲碁教室(全１０回)
日本棋院のご協力を得ています

日程：５月２7 日（木）

申し込み：必要
（↓申し込み用紙あります。）
締め切り：5 月 14 日(金)18 時
時間

年間スケジュールは下記

①
②

費用：なし
場所：第２音楽室

15:00～15:55（初心者）
16:00～16:55（継続者）

毎年、大人気の熊坂先生による囲碁教室を今年も開催します。囲碁って難しいと思っていませんか？
初心者にもわかりやすく教えてくださいますので、初めての方も経験者も ぜひご参加ください。
囲碁は右脳も左脳も頭全体を使うので頭が鍛えられます！自然と礼儀作法も身につくのできちんと挨拶
できるようになりますよ。ご不明な点はお問合せください。
今回の申し込みで５月～３月（８月は除く）全１０回コースすべての申し込みとなります。単発での申し
込みはできません。
●募集内容
① 15:00～15:55（初心者クラス）1，2，3 年各 10 名程度募集（定員 30 名）
② 16:00～16:55（1 年以上の継続者のクラス）（定員 30 名）
●現時点での年間スケジュール
5 月 27 日（木）、6 月 22 日（火）、7 月 8 日（木）、9 月 14 日（火）、10 月 19 日（火）、
11 月 11 日（木）、12 月 14 日（火）、1 月 27 日（木）、2 月 15 日（火）、3 月 10 日（木）
※変更になる場合があります。
●申し込み期限
5 月 14 日（金）18:00 まで ①の初心者クラスは申込者多数の場合、抽選になります。
きりとり

荏田南はまっ子ランド宛

囲碁教室（全 10 回）申込書

申し込み日
月
日
締め切り 5 月 14 日(金)18 時

囲碁教室１０回シリーズに参加申し込みをします。
2 コマあります。いずれかの時間に〇をつけてください。
（申し込み者多数の場合、抽選になります。）

① 15：00～15：55（初心者クラス）
② 16：00～16：55（継続者クラス）

学年・組
ひらがなで

名前
毎回少しずつレベルアップしていきます
継続して参加してください！
年間スケジュール（予定）は↑参照！

電話番号

年

組

はまっ子オリエンテーションを
クラス別に 3 日間行いました。
たくさんの 1 年生のみんなが参
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教室でのルール、校庭でのルー

ろうかに置いてある、この
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入学前の区分２の新１年生も
春休みから参加で、大にぎわい
でした。(*_*;

今年度は囲碁教室が何回か中
止になったので、前半後半クラ
ス合同での囲碁大会を開催し
ました。くまちゃん先生の教え
子の東京の小学生もわざわざ
来てくれて一緒に対局！
ハンディのおかげで低学年が
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