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１２月号 

緑か白、どちらかのねんど

を選んでツリーやリース

など自由に作ろう‼ 

木目込みのクリ

スマスボールの

オーナメントを

作ります。 

区分②の 3年生以上の

希望者は 

                                主任 横手 美枝子 

霜月と言っても温かい日が続いています。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？ 

いま子どもたちは今週末の運動会に向けて一生懸命練習しています。はまっこの教室でも同

じ学年の子どもたちが集まってダンスの練習をしています。見ていると「先生見ちゃダメ！運

動会まで内緒！」と言ってしかられますが、狭いはまっこの教室では無理なのでついつい見て

しまいます。分からないところは自分たちで教え合いながら踊っている姿は微笑ましいです。

頑張ってね！楽しみにしています。 

はまっ子の教室では先日までハロウィンの飾り付けがしてありましたが、今日、クリスマス

の飾り付けをしました。早速子どもたちは気が付いて「あっ！クリスマスになっている。」と

言って教室に入ってきました。私に近づいて来て小声で「ねえねえ、横手先生はサンタさんて

本当にいると思う？」と聞いてきました。私は「Ａ子ちゃんはどう思う？」と聞くと「う～ん、 

私は信じているけどお友達が・・・」と半信半疑！そこで私は「先生はいると思うよ！写真も

見たことあるし、直接姿は見ていないけれど夜中に鈴の音も聞いたことあるよ！それにサンタ

さんは信じている子どものところにしか来ないらしい。」というと本当に嬉しそうな笑顔を見

せてお友達の輪の中に入っていきました。お父さん、お母さん！サンタさんは本当にいますよ

ね！ 

はまっ子ランド一斉 mail 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。 

✉ mag-apply@hamakkoland.com 
  

https://hamakkoland.com/
https://freepngimg.com/png/26336-christmas-ornaments-clipart
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 １２月の予定       

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

クリスマス工作 
申し込み  
出席票のクリスマス工作の欄がありま
す。工作を希望「する」、「しない」のど
ちらかに〇つけてください。 

費用 なし 

区分１の児童は学年ごとに以下の日程で行います。 

区分２は学年に関係なく 4 日間で順番に作ります。 

A １２月３日（金）…区分１の 3 年生以上 

B １２月６日（月）…区分１の 2 年生 

C １２月８日（水）…区分１の 1 年生 

D １２月９日（木）…区分２の予備日 

時間：活動時間内。 
放課後～16 時 区分 1 や一人で帰る人 
放課後～17 時 区分 2、スポットでお迎えの人 
☆区分 2 は 4 日の中の出席される日で調整します。 
★木目込みオーナメントは１日で完成しなかった
場合は D までに仕上げてください。 

３年生以上の希望者 ⇒「木目込オーナメント」見本は 1 ページにあります。（区分２限定） 

１、２、３年生～  ⇒「紙粘土でツリーかリースを作ろう」粘土は当日、緑と白の 2 色から選べます。 

ある程度の飾りは はまっ子で用意します。木の実やスパンコール等自分で持ち込んでも OK です。 

区分２の方の工作の日は当日お知らせします。持ち込みの材料は A～D の出席の日は持参して下さい。 

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 1】 
2 年生 A 

区分２＆Ｓ 区 分 ２
＆Ｓ 

８日  ９日 １０日  １１日 １２日  １３日  

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 
 

区分２＆Ｓ 
【区分 1】 
3 年生～A  

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 
【区分 1】 
1 年生 A 

区 分 ２
＆Ｓ 

１５日 １６日  １７日  １８日  １９日  ２０日 

区分２＆Ｓ 

【区分 1】 

1 年生 B 

区分２＆Ｓ 

【区分 1】 

2 年生 B 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 

【区分 1】 

3 年生～B 

区 分 ２

＆Ｓ 

２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 

【区分 1】 

1 年生 C 

区分２＆Ｓ 

 

区分２＆Ｓ 区 分 ２

＆Ｓ 

２９日 ３０日 S=スポット利用 

1 年生区分 1 の方は 12 日、15 日、24 日の中から

2 日参加可能です。 

区分２＆Ｓ 区分２＆Ｓ 

 

日 曜日 予  定  

開催日は 
学年によって 
異なります 

クリスマス工作 12/3(金) 3 年生以上 
12/6(月) 2 年生 
12/8(水) 1 年生  
12/9(木) 区分 2 の予備日 

12/13～ 
2 月末 

アンデミルミルの マフラーづくり 

１４ 火 
囲碁教室 
１６時から参加の人は全員お迎えが必要です 

２３ 木 
バレーボール教室１６時～ 
参加の人は全員お迎えが必要です 

２４ 金 クリスマス会 

冬休み 
12/27（月）～ 

１/８（土） 

はまっ子の閉所は 
12/29（水）～１/４（火）です 

 

1２月 区分１ 

受け入れスケジュール 

1２月のひとりで帰れる最終時間 
1 年生   16:00 
2 年生以上 16:00 
以降はお迎えが必要です 

 

 

重 要 

土曜日及び冬休みに出席される方は 

全員健康観察票（別添）に必要事項を記入して 

当日持参してください。 

冬休み中、区分 1 の方は 10:30～12:00 まで参

加できます。10:20～30の間に来てください。 

 

囲碁教室 



第７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１４日（火） 時間  ① 15:00～15:55  
② 16:00～16:55  

②１６：００～の部に参加の方は全員お迎えが必要になります。 

②に参加の方のおやつは 17 時からになります。「５:15 迎え」はおやつを食べます。 

おやつ不要の方は「5:00 迎え」と書いてください。 

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！  

※コロナの状況により、中止になる場合があります。一斉メール、HP にてお知らせいたします。 

 

 

 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：１２月１３日（月）～2 月末まで  

 

 

 

 

毎年恒例のマフラーづくりがスタート！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！制作途中のものは、はまっ子でお預かりします。 

持ち物：毛糸の種類によりますが 3-4 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。 

 

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 ２４日 （金） 場所：第 2 音楽室 

内容は当日発表します！ お楽しみに。クリスマス会では飲食はしません。 

注：帰る前にお菓子を配付します。帰宅してから食べてください。出席の方は、 

成分をご確認いただき、出席票の「アレルギー無し」に押印をお願いします。 

アレルギーのあるお子さんは赤字で「アレルギー有り」と記載してください。 

原材料名：卵、グラニュー糖、バター、小麦粉、はちみつ、レモン、バニラ、ベーキングパウダー                   

 

荏田高校バレーボール教室 
申し込み：出席票（区分２ＡＢ） 

要 スポット利用申し込み（区分 1） 

費用：なし 

スポット利用は 800 円 

日にち：１２月２３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。 

※全員お迎えが必要です。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。 

※この日はおやつを 17 時に食べます。おやつ不要の場合は「5：00 迎え」と書いてくださ

い。区２Ａの方は 5：15 からは延長料金（400 円）をいただきます。 

※区分 1 の方はスポット利用料 800 円が発生します。 

※コロナの状況により、中止になる場合があります。一斉メール、HP にてお知らせいたします。 



 

  

ある日のおやつは、 

久しぶりの、あったかいおや 

つの牛丼。子どもたちに 

大人気でした！(*^-^*) 

今年もハロウィンおばけを、紙ねん 

どで作りました。96 コのおばけ 

がせいぞろいしました。写真に撮っ 

てかばちゃのの台紙に貼って、はまっ 

この教室に飾りました。子どもたちは、自分が作っ

たハロウィンおばけを、一生懸命に探していまし

た。みんなで楽しんだハロウィンになりました。 

11 月、気持ちいい秋晴れの日、校庭に遊びに出

た時のことです。運動会も近いせいか、1年生か

ら 5 年生までの 15 人ぐらいの子どもたちが、

一斉にスタートラインに着き、あっという間に

徒競走が始まっていました。みんな本気の走り

です。(笑) 学年を越えたはまっ子ならではの

その光景が、ほほえましく思えました。 

そのあとは、それぞれに、鉄棒をしたり、鬼ごっ

こをしたり、一輪車をしたりと、外遊びはやっ

ぱりみんな楽しそうです。校舎の向こうからい

つしか西日が差して、子どもたちを照らすほの

ぼのとした時間です。(*‘∀‘) 

着せ替え ドレスをデザイン 

レゴ 

乗り物 
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