
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 ９月 ２日 

     №１０                            

富岡児童クラブ 

 新学期が始まり 1 週間たちました。学校が終了してから「ただいま！」と帰って、宿題をして遊んで 

おやつを食べて、帰りの会の絵本タイムなど平常の学童生活に戻りました。 

夏休みに燃えたけん玉、これまで興味がなかった子ども達にも広がり始めて、「先生、みとって、3 回乗っ

たよ」「8 回になった！」と喜んで知らせに来てくれます。100 回乗ろうが、3 回乗ろうが、「けん玉をしてみ

よう、出来た！」ということは同じです。子どもたちの「やってみよう」という意欲がどの子にも続いたり、

広がっていることを嬉しく思います。  

マス計算も、新学期も続いています。マス計算は、毎日続けることに意味があります。友だちと比べるの

ではなく、自分のタイムに挑戦です。けん玉の効果でしょうか、どの子も始めたころに比べるとグーンとタ

イムが縮じまってきました。だから、「先生、きょうも計って下さい！」と自分から言ってくる子どもたちで

す。マス計算も楽しい遊びのひとつになっているので、これからも続けていきたいと思っています。 

 また、保育園児が夢中で挑戦している長縄とびに刺激されて「先生、ホールに行って跳んできます！」 

と、長縄とびの行列に並んで挑戦している子もいます。いろんな遊びに夢中になれる子どもたちすごいです。

このところの雨続きで、外遊びはできないけど、けん玉やウノ、将棋、オセロ、トランプなど、仲間と一緒

に楽しんで頭と体を使っている学童さんです。 

  

きょうふぼーらすとをつ

くりました。じょうずにつ

くれてよかったです。おい

しかった。またつくりたい

です。せいちくんにおしえ

てもらったからよかったで

す。つぎは、ぼくがなにか

おしえてあげたいです。 

富岡小１年はまさきたくと 

ぼくは、しきしゅう会場で、たんぽぽホールのはっぴ

ょうと、しきほいく園の学どうクラブの「めっきらもっ

きらどおんどん」を見ました。どっちもおもしろかった

です。  たんぽぽほーるのはっぴょうでおもしろかっ

たのは、「へっこきあねさがよめにきて」でおならをなん

かいもふったのがおもしろかったです。たんぽぽホール

のみなさんが、ちゃんとはっぴょうができていて、すご

かったです。しきほいく園の「めっきらもっきらどおん

どん」もじょうずです。 

   志岐小 ２年 やまぐち たいよう 

きのうふぼーらす

とをつくりました。

みつあみがちょっと

むずかしかったけ

ど、だんだんじょう

ずになってきまし

た。 

富岡小１年  

のじま せいち 

たんぽぽほーるのげきでおもしろかったのは、「ももたろう」

のおにをたいじしたとこです。そして、「めっきらもっきらど

おんどん」がおもしろかったです。「へっこきあねさがよめに

きて」でおならをふるのがおおきかったです。 

  都呂々小 １年 たなか ゆうき 

 

にんぎょうげきがおもしろかったです。めっき

らもおもしろかったです。にんぎょうげきで、お

ならをふったのがおもしろかったです。 

てあそびがおもしろかったです。かみしばいも

おもしろかったです。きゅうにあめがふったけど

かえれました。かんちょうさんもいました。おき

ゃくさんもいっぱいいました。かりなちゃんもり

んたろうくんもいました。ももたろうがおもしろ

かったです。 

   富岡小１年 あおき えみ 

 

きょう、しゅう会場で、たんぽぽホールさんの

にんぎょうげきがありました。その中で気にいっ

たのが、へっこきあねさがよめにきてです。なぜ

なら、すさまじいおならをれんぱつしたからです。

おもしろかったです。また見たいです。 

   志岐小 ２年 ながの りゅうと 

 

クッキングたのしいね！ 

夏休みはおやつ作りのお手伝いも色々

しました。よもぎまんじゅう作りでは、鮮

やかな緑色の生地を手のひらぐらいに伸

ばして、あんこをもらいに来て優しく包み

ます。生地を伸ばすのが難しくて苦労しま

したが、慣れてくると次々に作れるように

なっていました。新居崎ゆうき君が上手

で、おいしそうなおまんじゅうの形にどん

どん作っていて感心しました。 

 また、フボーラスト作りもしました。フ

ボーラストは、三つ編みにしたようなお菓

子で子ども達も大好きです。見本で、福田

先生に三つ編みをしてもらいました。 

それから、子ども達も取りかかりました

が、「できん」と言う子もいて、諦めそう

になっていました。すると、友達同士で教

えてくれ、「先生○○君できるようになっ

たよ」と喜んでいました。女の子達はさす

が上手でしたが、意外な才能を発揮したの

がみらい君とれんと君で、きれいに編み込

んでいたので、びっくりしました。三つ編

み難しいんですよ～（ちなみに野田は苦手

です） 

 その日の帰りの会で、大陽君が「Ｒ君が

フボーラストで三つ編みが出来なかった

けど、ぼくが教えたらできるようになって

よかったです。それと、ありがとうって言

ってくれて嬉しかったです」との発表があ

りました。本当に、子ども達のそんな姿が

嬉しいことでした。 

 土曜日のカレーライスやハヤシライス

の日には、朝から野菜の皮むきのお手伝い

もしている学童さんです。大量の野菜です

が、みんなでかかれば楽しく進められま

す。頼りになる学童さんです。 

 きょうはたんぽぽほーるのげきやむかしばなしをみにいき

ました。いちばんおもしろかったのは、「へっこきあねさがよ

めにきて」です。あねさがおならをぶーとふいておもしろかっ

たです。あとおもしろかったむかしばなしもあります。 

それは「ももたろう」です。ももたろうのなかにでてくるさる

やいぬ、きじ、おじいさん、おばあさんのなかでいちばんおも

しろかったにんぎょうが、おじいさん、おばあさん、さるのそ

のさんにんです。 

びんぼうがみがふくのかみをたおし、びんぼうでやせている

のにちからもちで、ふくのかみのほうがおおきくって、ちいさ

いびんぼうがみがかっておもしろかったです。 

     富岡小１年 はしもと せな 

お話劇場（たんぽぽホールさんありがとうございました！！） 

毎年恒例の「苓北町読書推進ボランティアたんぽぽホール」さん手づくりのお話劇場。 

今年も楽しませていただきました。たんぽぽホ－ルさんは今年で１８年もボランティアを

続けてこられています。しかも、すべて会員の皆様の手作り人形、舞台背景などどれも素

晴らしいものばかりです。苓北町にこんな素敵な会があることを誇らしく思います。 

これからもどうぞよろしくお願いします。子どもたちの感想文をご紹介します。 

きょう、たんぽぽほーるのみなさんが「ももたろ

う」と「うちのなかのうし」とかがおもしろかった

です。えいがかんみたいにおもしろかったです。も

もたろうで、おじいさんとおばあさんがおもしろか

ったです。てあそびもしたからよかったです。にん

ぎょうげきもおもしろかったです。らいねんもみに

いくからたのしみです。しきほいくえんのがくどう

さんが「めっきらもっきら」をしてくれたからよか

ったです。おならをぶーぶーしてから、あにさんが

にげていったからおもしろかったです。 

  富岡小 １年 はまさき たくと 

 

きょうは、たんぽぽほーるのおはなしげきじょうにいきました。おはなしがみれてよかったです。はなしのなまえは、「ももたろう」「うちのなかのめうし」「め

っきらもっきらどおんどん」「びんぼうがみとふくのかみ」「へっこきあねさがよめにきて」でした。 

さいごの「へっこきよめさがよめにきて」がおもしろかったです。おならを「ぶー！！」ってへっておもしろかったです。でっかいおならがでてきてとばされ

た。どれくらいとばされたのか、そんなにでっかいおなら、わたしにはやっぱりでないですね。だれもあんなおならしませんよ。 

つぎ「めっきらもっきらどーんどん」です。まず、ももんがとあそんで、えだからえだへうつったので、わたしもやってみたいです。つぎは、おたからまんち

んが、びーだまのなかをみてからうみがみえるびーだまをもっているから、わたしもほしいとおもいました。もんもんびゃっこがやまのうえでとぶなんてすごい

ですね。うたは、「ちんぷく まんぷく あっぺらこーのきんぴらこ めっきらもっきらどーんどん」です。おもしろいですね。わかなさんが、どうわはっぴょう

でやってじょうずでした。 

つぎに、「うちのなかにいるうし」です。さいしょ、にわとりをいれました。つぎにやぎをいれました。つぎにぶたをいれました。つぎにうしをいれました。い

れすぎですよね。わたしは、いれたくありません。つぎは「ももたろう」です。ももたろうは、きびだんごをなんこもっていたのでしょう。おばあさんは、きび

だんごをなんこつくったんでしょう。そして、とちゅうでいぬ、さる、きじをなかまにしました 

でもいちばんおもしろかったのは、「へっこきあねさがよめにきて」です。さいごに、おならをふるこやをつくったのですけど、わらをふっとばさないのかなあ

とおもいました。 

                  志岐小 １年  むらおか じゅあ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 姉も部活があり、まだ一人で

家にいれないのでありがたい

です。夏休みの計画表を見て、

ワクワク準備をしていました。

前日夕方、学童便りを見て、「キ

ャンプに行けばよかったなあ」

とつぶやいていました。１か月

お世話になりました。 

   ２年生 保護者様 

こないだ、まどかせんせいがきた日、ようじがありこれ

なくてざんねんだったけど、がくどうがはじまった日に行

ったら「インディージョーンズ」というがくふがありまし

た。あかお先生とれんしゅうできました。とてもうれしか

ったです。つぎの日、もうちょっとで１まいめがおわりそ

うでした。 

「あかお先生としたから早くおわったんだなあ」と思いま

した。こんどもがんばりたいなあと思いました。 

     富小２年 ふくだみおん 

夏休み中もダラダラすることなく、し

っかり朝食を食べて、毎日元気に過ごせ

たのは、学童のおかげです。 

学童に行きたくないといったことは、

一度もありません。夏休み前から、キャ

ンプは楽しみにしていました。たいして

家族で出かけたりもできなかったです

が、学童での活動が本人にとっては、一

番の夏休みの思い出になったようです。

ありがとうございました。先生方、地域

の方々に感謝です。 

   ２年生 保護者様 

夏休み中に、 

マリンバと鍵盤ハーモニカを始めました！！ 

「インディージョーンズ」作曲：ジョン・ウイリアムス 

              編曲:井上勝義 

８月１６日、まどか先生の合奏の指導がありました。 

毎年、７月にある井上勝義先生（発表会でしているオペラや合

奏曲の作曲・編曲者）の研修会で、学童さんにどうだろうと探し

てもらった曲です。今の中１，２年生が学童の時に発表会で演奏

した曲です。その時よりももっと長くなっているそうです。今の

学童さんなら大丈夫だろうと早めに取り掛かりました。 

マリンバと鍵盤ハーモニカの二パートに分かれて練習を始め

たところです。最初からうまくはいきませんが、諦めない心で練

習を続けていきたいです。どの子も音楽の楽しさやみんなと合わ

せて演奏する楽しさを味わってほしいです。 

 夏休みも大変お世話になりました。キャンプやクッキングなどいい経

験をさせていただき、本当にありがとうございました。キャンプは、生

まれて初めての経験で、親の方が心配で、先生方に相談した時も、「大丈

夫やろ」と快くおっしゃっていただき、本当にありがたかったです。 

 熱を出して、ご迷惑をおかけしてしまい申し訳なかったですが、満面

の笑顔で「楽しかった!!」とキャンプのことを話してくれた〇〇を見て、

参加させていただき本当によかったと思いました。 

 学校の宿題の苦手な日記ですが、キャンプのことを書き、アスレチッ

クで遊んでいるニコニコ顔の絵を描いていました。 

 夏休み、楽しく過ごさせていただき本当にありがとうございました。

おいしい給食も毎日ありがとうございました。 

 学童便りもありがとうございました。キャンプの様子や写真も楽しく

拝見させていただきました。けん玉もすごいですね。感動しました。 

         ２年生 保護者様 

 夏休みが始まる前は「学童行かない!」と言ってい

たのですが、いざ始まると「お母さん、オレがドン

ベになるけん早く!」と私に、催促することが多かっ

たです。 

仕事から帰ってくると、保育園で参加できた行事、

けん玉、将棋など楽しそうに話してくれ、それらの

姿を見て“学童楽しそうでよかった”と安心しまし

た。特にキャンプは、いろんな体験もでき、お友達

もでき一番の思い出になったようです。 

クッキングでは、包丁で切ったこと、たまごを割

って上手にできなかったことで、割れるようになり

たい、「たまご割るときは、俺にさせて!」とやる気満々

です。野菜も、「この形に切って」と言って切って見

せると、ちゃんと切ってくれて、包丁さばきも上手

になってビックリしました。お世話になりました。

やりたいという気持ちにこたえたいと思いました。 

   ２年生 保護者様 

俺も早く蝶になって

飛ぶぞ！！ 

今年は、マリンバに

挑戦だ！！ 

 大変お世話になりました。規則正しい生

活を送ることができましたので、新学期も

嫌がることなくスムーズに登校すること

ができました。クッキングや製作、夏祭り

にキャンプ、たくさんイベントを企画して

いただき、楽しい思い出作ってくださった

こと本当にありがたいです。親や家族で

は、行き届かない面もカバーしていただい

て、心も体も大きく成長した夏休みになり

ました。お友達ともたくさん遊んで、毎日

汗びっしょりになりながらたくさんの笑

顔を見せてくれました。 

   １年生 保護者様 保護者の方からのお手紙紹介 

夏休みについて保護者の皆さまから温かいメッセ

ージをいただきました。ありがとうございました。

今後も、子どもたちの居心地のいい富岡児童クラブ

であるように支援員一同心を込めてつとめていきま

す。よろしくお願いいたします。何か気付かれたこ

とがありましたらお聞かせください。 

計画通り宿題もこなし、読書もできて、家でガミガミする

こともなく、夏休みを過ごすことができ、本当に感謝です。 

また、去年に引き続きキャンプにも参加し、すごく楽しか

ったようです。夏休みだからといっても、私たちは仕事なの

で特別何かするっていうことが難しかったので、キャンプが

一番の良い経験として思い出になったかと思います。 

よその方と交流することで、人とのかかわり、自分の立ち

位置というか役割を学んできたのか、帰ってからすごくたく

ましさを感じています。いい経験、そして、充実した夏休み

を過ごさせていただき本当にありがとうございました。 

 ２年生 保護者様 

夏休み大変お世話になりました。 

学童を利用させていただいたおかげ

で、規則正しく、安全に夏休みを過ごす

ことができました。 

キャンプなど貴重な経験ができまし

た。ありがとうございました。 

 ４年生 保護者様 

 夏休み大変お世話になりました。富岡保育園は、第二

の家みたいなものですので、毎年安心して預けられます。

夏休みの宿題も、やり直しまでさせていただき、本当に

助かりました。クッキングやキャンプなどもとても楽し

かったみたいで、日ごろできない体験をさせていただき

感謝しかありません。ありがとうございました。 

     ２年生 保護者様 

 夏休み殆んど毎日、学童でお世話になりました。 

熱中症になったときも、ご心配ご迷惑をおかけし

ました。それから何事もなく元気に過ごせてよか

ったです。けん玉ができたことが本当にうれしか

ったようで、私たちもうれしいです。まだまだ上

達することでしょう。楽しみです。また２学期か

らもお世話になります。 

   １年生 保護者様 

 夏休み、仕事や、兄姉の部活などで、遠方のお出かけ

などできずにいましたが、学童さんのキャンプで、たく

さんの思い出ができたようです。作文を読んで、最後の

ところでせなちゃんが登場していましたので、○○も人

を思いやる優しさがあるんだなあとうれしく思いまし

た。また、けん玉がブームのようで学校の用意よりも先

に、「見とって!」とけん玉特訓が始まります。でも、あ

っという間に上手くなっていてびっくりしました。 

夏休み大変お世話になりました。 

   １年生 保護者様 

 将棋をできるようになった話をよくしてくれまし

た。意味や駒の動きを私に説明してくれました。今

度、二江のじいじと勝負する!と言っていました。け

ん玉は、日に日に数が増える楽しみを知り、上手に

なりたいという気持ちが強いようです。 

なんにしても頑張って取り組んで、結果が出たとい

ううれしい経験が本人にとってプラスになっていく

ことでしょう。夏休みは、キャンプや学童でいっぱ

い教えていただきありがとうございました。 

   １年 保護者様 


