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第  １ ０  号 

夏 休 み 特 集 

平 成 ２ ８年 ９月 

 

久喜市学童保育運営協議会 

 夏休み、地域の皆様、保護者の皆様のご協力のおかげで無事新学期を迎える事ができ、感謝しております。 

例年通り、夏休み恒例の地域交流事業と作品づくりを行いました。クラブでの楽しい思い出になったかと思

います。今後とも協議会の運営にご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

※ ○交  地域交流事業 ○作  夏休み作品作り 

 

さくらっこクラブ 

○交  日本古来の文化（刀・竹刀）を知る 

８月２３日（火）久喜市在住 飯田栄さん、上野さん、大橋

さん 

竹刀を使って「打つ、切る」を教えてもらいました。剣道

での挨拶の仕方から始まり、竹刀の持ち方、使い方などを教

わりました。竹刀を持ち構えて「やーっ！」と言いながら、 

１０ｍくらい前進したり、面の形などを教えていただきまし

た。３年生以上の子ども達は新聞紙 

を竹刀で「切る」体験も体験しました。 

最後は指導者２名による刀を使って 

「日本剣道形」を披露していただき 

ました。 

○作  うちわ作り  

工夫 白いうちわにマッキ―ペンで絵を描

いたり、折り紙で折った花や鳥を貼っ

たり、またカラーテープやシールを貼

ったりと個性豊なうちわが作れまし

た。 

 

はじめは「何の絵にしようかな…」と悩

んでいた子も、次から次にアイデアが出て

くるようで一生懸命作っている姿がみら

れた。出来上がったうちわを友達や支援員

に嬉しそうに見せていた。 

 

つばめクラブ 

○交  バルーンアート 

８月９日（火）講師（指導者） 

日下部さん 

 風船で花や剣、ボールを作ってもらいました。 

子ども達にも風船の空気の入れ方のコツなども教え

てくださり、楽しい時間が過ごせました。 

○作  うちわ 

工夫 シールや切り絵で個性を出す。 

  

 すぐに絵を書き始める低学年に対し、高学年は、

じっくり考えてから絵を描いたり、装飾していまし

た。それぞれが個性たっぷりの夏らしい作品に仕上

げていました。 

あおばっこクラブ 

○交  青葉団地夏祭り参加 

８月６日（土）青葉団地自治会 

 

子ども達と一緒に作った「くまもん神輿」を担

いで“夏祭り 山車の練り歩き”に参加しました。

当日は４０℃近い猛暑だったので、子ども達の体

調を心配し、首に保冷剤を入れたタオルを巻いた

り、水分補給をしながら「ワッショイ！くまも

ん！」と元気な掛け声と共に担いでいました。 

最後に自治会から、チューペットとお菓子、ヨ

ーヨーを頂きとても嬉しそうでした。 

○作  御神輿作り 

工夫 “くまもん”にするために、目、

鼻、口の位置をみんなで確認し合

い、より立体的に見せる為にお花

紙の量を増やしました。 

今年は「熊本の震災」を考え、みん

なで応援しようと“くまもん”の御神

輿を子ども達と作りました。“黒のお花紙”を見てすぐ

に、「くまもん作るの？」「やるやる」すぐに作り出し、

「目は、耳は、ほっぺたは…」と言いながら色々と意見

を出して飾ってくれました。 
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あおげわくわくクラブ 

○交  偏光板万華鏡作りと１０種類の不思議な現象

を体験できるサイエンスショ― 

８月２日（火）講師（指導者） さいたまサイエン

スショ―クラブの岡本文男先生 

 

低学年の子ども達も簡単に作ることができ、きれ

いな模様になっていくのを楽しんで参加できた。実

験はもりだくさんで、空気砲、真空体験、磁石、音

叉等、普段なかなか体験できない現象を子ども達が

実際に自分で行うことができた。最後にビーチボー

ル、ペットボトルを空中に浮かせる実験をみて歓声

をあげていた。 

○作  手づくりうちわ 

工夫 夏をテーマにし、好きな絵柄を考える。 

折り紙、和紙を小さくちぎって貼って絵にしてい

く。 

 

まっ白な紙だけのうちわを

用意し、それぞれ好きな絵を

「はりえ」で作っていった。

低学年はイメージしにくい様

だったが、すいか、花火、海

等夏らしい作品がたくさん仕上がった。 

 

 

 

 

久喜児童クラブ 

○交  読み聞かせ 

７月２６日（火） ８月２６日（金） 

 地域の読み聞かせボランティアの方 ４名 

 日頃、じっくりと本を読んでもらうということ

が、あまりないためか特に低学年の子達は真剣に、

時には繰り返すセリフを真似るなど、お話しの世界

に入っていく様子だった。 

 「緑ちゃんと青君」の時は、内容がユーモラスだ

ったため、低学年高学年関係無く全員で楽しく演じ

た。 

 ７月２６日は５年生が林間学校だったので、再度

８月２６日にもお願いしました。 

 

○作  お礼の手紙・プレゼント作成 

工夫 画用紙・折り紙を使い手作りの良さを出す。 

 

 読み聞かせのボランティアの方々に、感謝の気持ち

をどのように表わしたらよいのかを考え、手作りの

カードを作成するにあたって、試行錯誤しながら相

談している様子はとても楽しそうでした。 

 

※お楽しみ会に６年生が、 

先生達に招待状を作成 

工夫したカードが出来上がり

ました。 

 

 

たんぽぽクラブ 

○交  紙ひこうき  

８月１２日（金）講師（指導者） 

ゆうゆうプラザ加藤さん他７名 

 「へそひこうき」と「スカイキング」という２種類の紙

ひこうきを教えていただきました。折る際には、細かなと

ころまで子どもたちのペースに合わせてゆっくり進めて

くれました。試しに飛ばすと上手くいかず、がっかりする

子もいましたが、羽の向きで飛ばす方向が決まるとかまで

細かく丁寧に教えていただき、外

では笑顔で思いきり飛ばすこと

ができました。 

 最後に一斉に飛ばし、競い合

い、楽しく過ごすことができまし

た。 

 

○作  うちわづくり＆紙とんぼづくり 

工夫 好きな絵や模様を描き、クラフトパンチ

やラメのりなどを使ってのアレンジ。短時

間で完成させ、友だちと一緒に遊べる作品

づくり。 

 

[うちわ］夏らしい絵やキャラクターなど１人

ひとりが、個性豊かに完成させました。友だち

同士「涼しいね！」あおぎ合い、とても嬉しそ

うでした。 

[紙とんぼ］完成品を飛ばしてからイメージさ

せたので、思い思いの模様を描く姿が見られま

した。 

友だちと競い合ったり、角度を考えて飛ばした

りと工夫も見られ楽しく遊べていました。 
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江面児童クラブ 

○交  ヨガ 

８月２２日（月）講師（指導者）磯 悦子先生 

 ヨガのポーズを取り入れ準備体操をする。 

その中のポーズを使いみんなで円になり空気イスを作ったり、一

列になりトンネルくぐり競争をして盛り上がりました。全部のポ

ーズを取り入れようかい体操第一を磯先生アレンジでダンスをし

ました。最後はヨガのポーズで整理体操を行い、楽しくリラック

スした雰囲気で過ごすことができました。 

 

 

 

 

○作  バスボブ（入浴剤） 

工夫 材料を用意するだけで、混ぜる、

こねる、形を作るといった作業は

すべて子ども達にやってもらっ

た。 

 

 混ぜる、こねるといった作業は子ど

も達は大好きなので、とても楽しそう

だった。グループごとに分かれ、上級

生を中心に「ひとり１０回ずつまぜよ

う。」など、ルールや順番を守って仲良

く行っていた。 

 

 

 

菖蒲東学童クラブ 

○交  ラベンダーのサシェ飾り 

８月１９日（金）講師（指導者） 

東小 ゆうゆうプラザ 倉持さん 

民生委員       内田さん 

 菖蒲の花でもあるラベンダーをポプリにして、子

どもにも簡単にできるサシェ飾りを教えて頂きまし

た。フェルトやリボン、ポプリをティーバッグに入

れる等の準備はこちらでしておいたのでスムーズに

作品づくりを始められました。講師の先生が前で編

み方を丁寧に教えてくれたので、とてもわかりやす

かったです。時間も４５分程度で子ども達も集中し

て作っていました。 

 

○作  スライム作り 

工夫 自分の好きな色を決めて、思い思いのスライ

ム作りを楽しむ。おやつで食べたゼリーカップ

を利用する。 

 「飽和状態ってどんなの？」いろんな質問が飛び

交う中、みるみるうちに固まるスライムに子ども達

の笑顔がはじけました。繰り返し同じ容器を使い回

していると、最後の方の子が「私

だけ固まらない！」とハプニン

グもありましたが、子ども同士

で「のり足すと固くなるよ」と

いうヒントをもらうと見事に固

まり、ひと安心しました。 

 

 

小林・栢間学童クラブ 

○交  フロアーカーリング 

８月１９日（金）講師（指導者） 

    島田 スポーツ推進委員他５名 

 

栢間小の体育館にて、フロアーカーリングについ

て説明を受け、３グループに分かれチーム対抗戦を

行う。ルールも簡単で子ども達もそれぞれチーム毎

に盛り上がり楽しく遊ぶ事が出来ました。 

 

○作  椅子、ソファー作り、風鈴飾り 

工夫 昨年同様再度ソファーに挑戦、今回１人用椅

子も作りソファーはゆったり座れるよう大き

めに作成しました。 

 

 作り方も、昨年と違うやり方、大きさ、並べ方を

工夫しながら、１年生も興味深く手伝ってくれまし

た。作りながら「座っていい？」と出来上がるのが

楽しみな様子でした。 

 ミニ風鈴はとてもかわいく保護者の方にも喜ば

れました。 
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菖蒲学童クラブ 

○交  ビーズでブレスレットを作ろう！ 

８月２２日（月） 

 講師（指導者）葉山則子さん 

 

子ども達がすぐに作れそうな作品を考えてきて下

さったので素敵なブレスレットができました。１つ

目をしっかり仕上げると葉山さんが用意してくださ

ったビーズを思いっきり使い、オリジナルのブレス

レットを作りました。葉山さんが作った複雑な作品

を見せていただき「すごい！」と目を輝かせていま

した。 

○作  せんすをマーブルに染めてみよう！ 

工夫 マーブル用絵の具で色の組み合わせや量を変

えて、オリジナルのせんすを作った。出来上が

った作品に筆ペンで名前のサインを書いた。 

 

 水をはった容器にマーブ

ル絵の具をたらすとサーッ

と広がる様子を見て「わっ

あー!!」と声をあげてびっ

くりしていた。思い思いの

作品が出来て喜んでいまし

た。 

 

 

 

三箇学童クラブ 

○交  鷲宮囲碁クラブ 

８月２５日（木）鷲宮囲碁クラブの方４名 

 囲碁クラブの方に来ていただき、囲碁のルールを

学び、みんなでゲームを楽しみました。ほとんどの

子が初めてでしたが、わかりやすい説明ですぐに理

解し、ゲームができました。 

自分の石で相手の石を囲んで取ったり、取られない

ように防いだりと、とても盛り

上がりました。囲碁クラブの方

とも対戦して、技も教えていた

だき楽しいひと時でした。 

 

○作  夏まつりの用意 

工夫 子ども達が、自分達でスタンプカードをつく

りました。コーナー毎に全部をまわるよう手作

りカードをつくりました。 

 

子ども達が一番楽しみにしていた夏祭り。今年は、

水ヨーヨーつり、たこ焼き、フランクフルト、すい

か割り、とうもろこしのコーナーをやりました。高

学年が積極的に準備をしてくれて楽しい夏祭りにな

りました。すいか割りは大盛況で、すいかもとても

おいしかったです。 

 

 

 

北斗キッズクラブ 

○交チアリーディング 

８月３日（水）講師（指導者） 

久喜北陽高校 チアリーディング部 

いつも北小学校体育館にて練習しているので「演技を見せて

いただき、一緒に遊んで欲しい」とお願いをし、快く引き受け

て下さり、当日、チア部の演技を鑑賞した後、部員たちの指導

で同じ曲の振付を教えてもらい、全員でステージにあがり、皆

の前で踊ることができた。最初は恥ずかしがっていた子ども達

も、振を覚え楽しく踊る

うちに笑顔が見られ、 

最後はお姉さん達とす

っかり仲良くなって 

満足そうな表情を見せ

ていた。 

 

○作  万華鏡 

工夫 トイレットペーパーの芯、卵パッ

ク、アルミホイル等、身近な材料を

上手に使ってオリジナルなキラキラ

の世界を作った。 

 

先に作った４年生が下級生に作り方を

丁寧に教えてくれた。作っているうちに、

ビーズの種類や量、卵パックに色を塗る

ことなど、きれいに見える工夫が生まれ、

とても良い作品になった。 

出来上がった万華鏡をお互いにのぞき

合い、楽しそうだった。 

 



5 

鷲宮学童クラブ 

○交  マジックを楽しむ 

８月８日（月）講師（指導者）斉藤 昭さん 

 

 ちぎった紙が、もとの絵にも

どったり、ビンの水が逆さにし

ても落ちなかったり、あっとい

う間に片手でネクタイの結び

目をつくってしまったり、次は

何が出てくるのかと、子ども達

は楽しみに見ていた。 

 

○作  うちわ作り 

工夫 それぞれが好きな絵を描いたり、写したりし

ながら、自分だけのうちわを作った。 

 

さすがに６年生のうちわはきれいに出来上がっ

た。１・２年生は、うつし絵で、ポケモン、妖怪ウ

オッチ、リラックマなどの可愛いうちわが出来た。

３・４年生は、別の紙に書いた絵を貼るなど、それ

ぞれが工夫したうちわが出来上がり、みな自分のう

ちわで涼んでいた。 

 

 

 

東鷲宮学童クラブ（さくら・こすもす） 

○交  マジックショー 

８月１７日（水）講師(指導者) 

ゆうゆうクラブ 槙島さん、木村 操さん 

「お茶の時間」 

 コミセンの和室で、本格的なお

手前を見せていただき、お菓子と

抹茶の作法を学びました。高学年

女子が、お茶お菓子を運ぶのを手

伝ってくれ、全員がスムーズに体

験する事が出来ました。 

「科学実験・腹話術・マジック」 

 腹話術のいっこく堂さんに弟子

入りしたこともある方で、たくさ

んのキャラクターが登場する腹話術にみんな大笑

い、マジックを教わったり、科学の不思議実験…と

盛りだくさんでした。 

 

○作  観葉植物を飾ろう！ テラリウム作り 

工夫 観葉植物（サンセベリア）の葉を１０㎝の長

さに切って、根っこが出るまで観察しました。

１００人分の葉が用意出来てから、カラーサン

ドに植え替え、器に模様も描きました。 

 

「本当に根が出るかな～」「まだ根が出ないね～」

と、みんなでサンセベリアを大切に育てました。器

に好きな色のカラーサンドを層になるように入れた

後、貝がら、石、シリコン粘土の作品をのせてサン

セベリアを入れて

完成！夏休みの思

い出がたっぷりつ

まった作品をクラ

ブ室に展示し、みん

なで鑑賞し合いま

した。 

 

 

 

鷲宮中央学童クラブ 

○交  夏まつり  

８月２５日（木）鷲宮地域子育て支援センター 

「すまいる 」さん 

 

 恒例の夏祭り、合同で楽しみました。 

水ヨーヨー、魚つり、ボールであてっこ、輪投げ、

ミニシアターのコーナーを回り楽しみます。楽しむだ

けでなく未就学児童が遊びにくるので、お店の係りと

して、おもてなしも頑張りました。小さなお子さんと

交流して、とてもよい経験になりました。 

○作  手形アート 

工夫 紙の色を複数用意して、いろいろな色の手形

を押しました。手のひら以外にも横や、指先も

使って形を工夫しました。 

 

 毎日暑いので、手のひらに絵の

具をぬるのはひんやりして楽

しかったようです。色々な色

をぬりわけカラフルにした

り、何度も手を洗っては違う

色に挑戦していました。 
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清久もみじクラブ 

○交  バルーンアート 

８月２５日（木） 講師（指導者） 

      加須市 福島 茂さん 

 

 柔和な面持ちで色とりどりの風船を

使って、犬、ぶどう、剣、花、ネズミ

等、次々に作り出す手さばきに目を見

張るばかり！ 高学年は自分で、低学

年は手を添えてもらい完成し、沢山のお土産ができました。 

○作  押し花の栞 

工夫 配置や構図 

 

 押し花の講師の方に栞作りを教えてもら

いました。思い思いに花や葉を飾り素敵な栞

が完成！ 

男女問わず楽しめました。また地域の方の参

加もあり、学童を知ってもらう良い機会にな

りました。 

 

 

 

上内学童クラブ 

○交  絵手紙 

 ８月４日（木）飯塚さん、 田島さん 

 

好きな題材を選び「絵手紙」を描く。トマト、き

ゅうり、ぶどう、スイカ、花等の題材の中から描き

たい物を選び、墨でハガキに絵を描きました。題材

の色や形をよく観察しながら、絵具で色づけしまし

た。１人ひとり真剣に取り組

み出来上がった２枚の絵手

紙を皆の前で発表しました。

照れながらも嬉しそうでし

た。 

○作  クラフトかごづくり 

工夫 縦と横のクラフトテープの色を変えて、２色

を使ってみました。形を整える時、四角にした

り、楕円にしたり、形を選びました。 

 

 長短のクラフトテープがボンドで縦横に貼ること

によって形作られていく様子を楽しんでいました。

自分のものが出来たらお友達のを手伝ってあげた

り、教えたり、子ども達で協力し合って取り組んで

いました。色々な形のかごの出来上がりを見て「何

をいれようかな？」と持ち帰るのを楽しみにしてい

ました。 

※ 事務局からのお願い  年間でご利用の方の退所の届けは、退所日の５日前までに 

必ず提出をお願いいたします。遅れますと利用料をお支払い頂くことになります。 

桜田小学校学童クラブ 

○交  将棋名人がやってくる 

８月１０日（水）講師(指導者)  

中尾さん、森田さん、関さん、藤原さん 

    橋本さん、牟田さん、坂倉さん 

 将棋名人７名の方に来ていただき、将棋を身近に感じ、

地域の方と交流しました。 

将棋グループと室内ゲームグル

ープに分かれ、将棋は、本将棋、

はさみ将棋、まわり将棋、山くず

しを楽しみました。室内ゲームで

は、トランプ、ウノ、ドブル、お

ばけキャッチヤーなど、時間をく

ぎって、両方を体験しました。来

年もまた来てほしいと子ども達は言っています。 

 

○作  万華鏡 

工夫 キットを使用しましたが、折り紙やモザ

イクチップなどを筒に貼ったり、ビーズ以

外にもスパンコールや紙なども入れて作

りました。 

 

折り紙を切って、筒に貼ったり、ビーズと一

緒に混ぜたりして、完成させるまで何度も覗い

て確認している子もいました。お友達同士で覗

き合ったり、２つの万華鏡を同時に見たりして

いました。模様が次々変わるのを楽しんでいま

した。 


