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第  １ ４  号 

夏 休 み 特 集 

平 成 ２ ９年 ９月 

久喜市学童保育運営協議会 

 今年の夏休みも、地域の皆様や保護者の皆様のご

協力をいただき無事、新学期を迎える事ができまし

た。深く感謝いたしております。 

例年通り、夏休み恒例の地域交流事業と作品づく

りを行いましたので、クラブでの楽しいひと時を今

号でお知らせいたします。 

 この度、協議会では右の「学童クラブでのお約束

ごと」を作成し、学童クラブに掲示しました。ご覧

になられた方もいらっしゃるかと思いますが、ご家

庭でも子ども達に「約束」を守るようにお話しくだ

さい。 

今後とも子ども達が楽しく過ごせるよう、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       ※紙面の都合上の配置となっています。 

 

久喜児童クラブ 

○交  囲碁を学ぶ 

７月３１日（月）８月１日（火）、２日（水）、３日

（木） 

    囲碁クラブの皆さん 

工夫 ルールを詳しく教えていただき実戦しまし

た。 

実戦では勝ち数の多い子同士でペアを組むなど、

工夫して対局を行いました。子ども達は飲み込みが

早く、教えていただいた先生方に対局を申し込む子

もいました。 

「楽しく囲碁ができた」「今

度おじいちゃんと対局し

てみる」などみんな喜ん

でいました。 

 

○作  自分たちのおもちゃを作ろう 

工夫 学年毎に違う作品を作り、それぞれ道具や材

料をゆずり合い協力しました。 

 

 フライングモモンガ、割りばし投石マシーン、な

んでも自動販売機、ビー玉落としゲーム、ビー玉ビ

ックコースター、ダンボールのおうちを作りました。

各々が役割をきちんと自覚し、作業に取り組んでい

ました。作品を発表したり、使い方を説明し、クラ

ブのおもちゃが増えたことをみんなで喜びました。 

つばめクラブ 

○交  絵手紙 

８月１８日（金）ゆうゆうプラザ 宮川さん他６名 

 

 子ども達に、描きたい素材をそれぞれ持参してもら

い、最初は、油性マジックで直線や、うず巻などの線

を書く練習をしました。その後ハガキに、各自持って

来たすいかやとうもろこし、なす、きゅうり等を描い

て色を塗り、文章を書きました。 

みんな上手に描けているとほめてもらえました。 

○作  ＬＥＤキャンドルライトのフォルダー作り 

工夫 和紙やレースを貼る方法、グラスデコで絵

を描く方法のどちらかを選んでもらいまし

た。 

グラスデコは扱いが難しいので大変でしたが、

抽象画のような味のある作品ができました。 

和紙を貼った子たちは、それぞれの色彩で個性

が出ていました。高学年の男子はペーパークラフ

トの家のキャンドルフォルダーに設計から挑戦

し、仕上げていました。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=emlJzidr&id=F47DD9787C0A4A98ECC7FD0068F2FBEBEF04A8DF&thid=OIP.emlJzidr_frtcHPEVAxzkAEsEC&q=9%e6%9c%88%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608036116619857531&selectedIndex=48


2 

さくらっこクラブ 

○交  体を使って遊ぼう 

８月８日（火）ゆうゆうプラザ、陸上の指導者 岸

さん。久喜東小学校元校長 金子さん。 

 

 ４種類のじゃんけんゲームをした後に、陸上練

習で使用するラダーやミニハードル等を使って

飛び越えたりなどして遊びました。 

 いろいろな動きがあって、子どもたちはとても

楽しそうでした。 

○作  風鈴作り  

工夫 小さな素焼きの植木鉢に絵を描いたり、シールを

貼ったり、下に吊るす短冊には、好きな絵を写し、

絵を塗ったり、色紙で折った物をラミネートして、

紐と鈴をつけました。 

 

みんな思い思いの絵を描いたり，シー

ルやマスキングテープを貼ったりと楽

しそうに作業していました。素敵な風鈴

が出来上がりました。 

 

あおげわくわくクラブ 

○交  鷲宮囲碁クラブ 

７月２１日（金）、２６日（水） 

８月１日（火）、２日（水）、２１日（月）、２２日（火） 

   鷲宮囲碁クラブの皆さん 

１日約９０分間を６回、指導に来ていただきました。対

局カードを作成し、２回対戦して勝敗を記入。そして相手

を変えて対戦。また、毎回プリントの問題をやって指導者

の方に採点してもらいました。子ども達はルールの説明を

みなよく聞いていたので、理解できていました。 

囲碁を通して集中力・判断力を養う、よい経験になりま

した。 

○作  こまを作って遊ぼう 

工夫 丸く切った厚紙の中心にあらかじめ穴

をあけておいたので、低学年の子ども達

もよくまわるこまを作ることができまし

た。 

 

カラフルなペンを使いＣＤにいろいろな模

様を描き厚紙に貼りました。自分の描いた模

様が回してみると違ったものに変わっていく

のが楽しそうでした。 

 

上内学童クラブ 

○交  鷲宮囲碁クラブ 

 ８月１日（火）、３日（木） 

鷲宮囲碁クラブの皆さん 

 

囲碁の由来やルール等を、わかりやすく説明いた

だいたので、低学年も無理なく参加できました。 

ブルーシートを『碁盤の目』にして身体で体験す

るゲームは大変楽しく大盛況でした。今後も継続し

ていきたいと思います。 

○作  ダンボールの家・牛乳パックハウス作り 

工夫 梱包材等を提供し、創意工夫して遊べるよう

にしました。手順をわかりやすく示しました。 

 

 協力しあう異学年の関わりが持てました。 

低学年は、壊さないように大切に入って遊ぶことや、

みんなの家なので誰でも入って良いと声掛けをして

います。 

 

三箇学童クラブ 

○交  菖蒲おはなしかご（読み聞かせボランティア） 

８月１０日（木）佐野間さん、平川さん 

  

お部屋を暗くしてろうそくを灯し、おはなしの世

界に浸りました。素話「アナンシと五」「川の母」を

聞き、手遊び「やすべえ じじい」を一緒に楽しみ、

絵本「みずたまレンズ」「かあさんのいす」を読んで

いただきました。子ども達は心温まる楽しいひと時

を過ごすことができました。 

○作  うちわ作り 

工夫 夏をテーマにして好きな絵や模様を描いた

り、クラフトパンチやキラキラシールなどを使

ってアレンジしました。 

 

 うちわの色（白、黒、黄、ピンク）の中からひと

つを選んで、夏らしい花火、蝉、虹、好きなキャラ

クターなど一人ひとりが個性豊かな作品を完成させ

ました。友達同士「素敵だね」と見せ合いとても楽

しそうでした。 
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北斗キッズクラブ 

○交チアリーディング 

８月３日（木）久喜北陽高校 チアリーディング部 

 

昨年に続きチア部全員の演技を鑑賞した後、部員の指導

で振り付けを教えてもらい、全員でステージに上がり皆の

前で踊りました。恥ずかしがっていた子ども達も振りを覚

えていくうちに笑顔がみられ、楽

しく踊っていました。 

最後にはお姉さん達とすっか

り仲良くなり、素敵な一日になり

ました。 

○作  かわり絵・色あわせ 

工夫 絵に色がついたり消えたりする仕組み

を覚えたり、手品のようにパフォーマン

スを考えて行いました。 

 

先に作った４年生や３年生が組立て方を丁

寧に教えてくれました。作ったもので何回も

遊び、保護者に見せると「不思議だね」と言

ってくれたので、子ども達はとても満足そう

でした。 

 

江面児童クラブ 

○交  こどものための古美術入門  

『夏休みこども講座 ビジュツになったももたろう』 

７月２７日（木）県立久喜図書館・県立歴史と民俗の博物館

の皆さん 

  

 古美術とは、江戸時代前より作られた古い美術品だという

事を教えていただきました。ツボや絵、仏像等様々なものが

古美術です。 

又、みんなが知っている桃太郎のお話にでてくるイヌ、サ

ル、キジも古美術で、写真から好きな動物を選んで鬼退治に

出かけるメンバーを選んだとのことです。 

みんな知らなかったので、話に引き込まれていました。 

○作  クリアファイルでかざぐるま作り 

工夫 針金を緩くとめて、プロペラ部分がよ

く回転するようにしました。 

 

 それぞれが装飾を工夫し、割りばしの軸の

部分にもマスキングテープを巻きつけたり、

ひとつひとつ違った個性のあ

る作品が仕上がりました。 

材料を組み立てる作業が苦

手な子も、自分の力で

頑張っていました。 

         

             

鷲宮学童クラブ 

たんぽぽクラブ 

○交  割り箸ゴム鉄砲作り  

８月２４日（木） 中央一丁目町内会・ゆうゆうプラザ

の皆さん １７名 

 身近な割り箸と輪ゴムを使い制作しました。事前に組

み立てキットを１人分ずつ準備してくださり、また何度

も打ち合わせをしたのでスムーズに進行できました。低

学年は輪ゴムのかけ方が難しそうでしたが、アドバイス

を受けたり、手伝ってもらったりしたのであきらめるこ

となく完成させていました。グループ対抗の的あてゲー

ムでは、体育館中に笑い声が響きわたりました。 

地域の方々と交流を深めながら楽しい時間を過ごす

ことができ、夏休みの思い出がひとつ増えたようです。 

○作  プラ板キーホルダー・ＣＤこま作り 

工夫 短時間で作れてすぐ遊べるものにしまし

た。 

 

プラ板キーホルダー 

 １年生は初めてのプラ板をとても楽しみし

ていました。上級生が焼く作業を手伝う場面

や出来上がると笑顔で見ている様子が見ら

れ、とても楽しそうでした。 

ＣＤこま 

 ビー玉をＣＤにつける作業に苦戦していま

したが、みんな最後まで挑戦していました。

回すと「きれい、すごい」と言ったり最後ま

で回るか競争をする子もいました。 
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○交  くるくるレインボーを作る 

８月１８日（金）岩本さんご夫妻 

 

 オーロラテープと竹ひごでできるおもち

ゃの作り方を教えてもらいました。くるくる

回すとしゃぼん玉のように見える不思議な

おもちゃで、完成した後、１年生から５年生

までみんなが「わあ、きれい」「花火やお花

の形にもなるよ」「本物のしゃぼん玉みたい」

と嬉しそうに遊んでいました。 

 

○作  ○1 ぶどうのしぼり染めハンカチ作り 

○2 暑中見舞いハガキ作り 

工夫 ○1 染色液は、ぶどうの皮と酢を使用、ビー玉と輪ゴム

でしぼり染めにしました 

○2 発泡スチロール板に好きな絵を彫り版画にしまし

た。 

 ○1 おやつに食べたぶどうの皮を酢水の中でもんで 濃い

紫色の完成。みんなお酢の匂いを我慢しながら作ってく

れました。 

○2 キャラクターやスイカ、カブトムシ等いろいろな模様を

彫って絵の具を塗りハガキにペッタンコ！出来上がる

たびに子ども達の歓声があがりました。 

 

 

 

東鷲宮学童クラブ（さくら・こすもす） 

○交  将棋、囲碁、カードゲーム 

８月４日（金）、１８日（金）、２５日（金） 

ゆうゆうクラブ 中尾さん 

  

将棋、囲碁、カードゲーム等の中からやりたい遊

びを選び、中尾さんからそれぞれの遊び方のルール

を聞き遊びました。 

 将棋の初心者用に、大きい将棋パネルを用いて駒

の種類や動かし方も説明していただきました。 

子ども達は学年や男女問わず夢中になり、楽しい

時を過ごしました。 

 

○作  うちわ作り 

工夫 学年を高学年と低学年に分けて制作時間をず

らし、効率よく行いました。 

 

 好きな柄の折紙やシールを好きな

ところに貼り、オリジナルのうちわ

を作りました。 

 完成したものをお互いに見せ合っ

たり、友達同士で同じ柄のものを貼

るなど楽しんで制作していました。  

 

 

 

清久もみじクラブ 

○交  久喜囲碁同好会 

 ８月４日（金）久喜囲碁同好会の皆さん 

 

囲碁を楽しく覚える為に、石とりゲームをしまし

た。みんな本気でやっていたので、負けそうになる

と悔しがる１年生や、先生に勝って歓声をあげる５

年生の姿が見られました。 

次に団体戦を行い、全員が欠けることなく参加し、

楽しむことができました。 

最後に囲碁の歴史をクイズにして、教えていただ

きました。楽しい交流の時間になりました。 

 

○作  モビール作り 

工夫 素材（紙粘土、アルミワイヤー、折紙、画用

紙）をたくさん用意し、色々な作品ができるよ

うにしました。 

 

 最初は、どんな風に取り組んでいいか迷っていま

したが、パーツ作りを始めると、どんどん増えてい

きました。たけひごに飾る時のバランスが難しかっ

たようですが、お友達同士で協力して、水平になる

よう工夫していました。 

 

鷲宮中央学童クラブ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1504660685/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QyMjg0LnBuZw--/RS=^ADBUQUG6zye9TuIR6unKFpls3jP.qw-;_ylt=A2RCAwZM.61ZkzwAQTeU3uV7
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あおばっこクラブ 

○交  青葉団地夏祭り参加 

８月５日（土）青葉団地自治会の皆さん 

 

新しくなった「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。とても暑かったの

で首に保冷剤を入れたタオルを巻き、水分補給しな

がら商店街を「商売繁盛、わっしょい！」と元気な

掛け声とともに担いでまわりました。最後にお菓子

などをいただき子ども達はとてもうれしそうでし

た。 

○作  御神輿作り 

工夫 昨年の「くまもん神輿」を一新、お花紙の光沢

面のある方を前面に出し量を増やして丸みのあ

る「くまもん」になりました。 

 

 昨年のくまもんに親しみがあり、今年も作りたいと

いう声があがったので「新くまもん」を作成しました。

光沢のある黒のお花紙はキラキラして見え、綺麗なく

まもんになってうれしいと好評でした。 

菖蒲東学童クラブ 

○交  夏まつり  

８月２４日（木）鷲宮地域子育て支援センター 

「すまいる 」さん 

 

 恒例の夏祭りを、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  キッチンセット・ジクソーパズル作り 

工夫 丈夫なキッチンセットを作れるように、牛乳パッ

クを二重にしたりカラーテープで明るい色にしまし

た。 

  

キッチンセットは、自分たちが遊びで使うので、模様

をつけたり、フライパンや鍋、フライ返しも作り実際に

調理しているようなものができあ

がりました。 

ジクソーパズル作りは、明るい

色を使って様々な動物等やめいろ

などを描いて仕上げていました。 

桜田小学校学童クラブ 

○交  将棋名人がやってくる 

８月８日（火）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、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、キャプテン・リノ、おばけ

キャッチヤーなど学童にはないゲームも体験しました。

２時間あっという間で、とても楽しい交流会になりまし

た。 

○作  風鈴作り 

工夫 いろいろな形のペットボトルを使いまし

た。 

 

 鈴と飾りのプラ板やビーズを糸に結ぶのが難

しかったようで、お友達同士で教えあっていま

した。 

いつもより大きめのプラ板だったので、みん

な大喜びで、キャラクターや好きな絵を描いて

いました。ビーズで作る子も、色や大きさなど

を上手に組み合わせて作っていました。 

完成した風鈴を飾ると、室内に涼しい風が感

じられました。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4HXzBF39&id=E01D237E684DE75D2F19F9D176BE2A1973B4A17B&thid=OIP.4HXzBF39_92GeWnWav5PgQEfEs&q=%e8%bc%aa%e6%8a%95%e3%81%92%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608034291268780783&selectedIndex=57
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivQLqmcVXAiwAEReU3uV7/SIG=1294nngvr/EXP=1472654186/**http:/putiya.com/sport/c_syogi_2/child_1_r24_c53.png
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○交  外で体を動かそう 

８月１０日（木）斎藤 祐亮（ゆうすけ）さん 

 

 校庭の遊具を全部使い、途中後ろ歩きや足をク

ロスして歩く等を加えて校庭を一周しました。 

ボールを二人に一つ用意、二人組や四人組となっ

てラグビーのようにボールを隣の子に回したり、

右足、左足と条件をつけて、サッカーボールを蹴

ってパートナーに渡すなどたくさんの遊びをしま

した。 

 チームワークが必要な場面もあり、全学年の子

が楽しめました。 

○作  牛乳パックの自動車作り 

工夫 準備したものを組み合わせるだけでできるよう

にし、制作時間を短縮させました。 

 

 １０分あれば完成できるので、集中して取り組めま

した。車（牛乳パック）が個性豊かに、電車や新幹線

など、想像していた以外にも羽が生えていたりロケッ

トになったりと、想像の天才達は、固定概念にとらわ

れずに思い思いの車が作れました。 

 

小林・栢間学童クラブ 

○交  フロアーカーリング 

８月２５日（金） スポーツ推進委員さん他５名 

 

昨年同様、体育館でフロアーカーリングをして遊

びました。２年生以上は経験済みの子ども達です。

リーダーを中心に積極的にゲームを楽しんでいまし

た。 

参加人数が多く暑い

日でしたので、早めに水

分補給をして休憩を取

りながら楽しみました。 

○作  風鈴作り（ペットボトル利用） 

工夫 ペットボトルも様々な形があり、どのような

形がいいかシールを貼ったり、糸の長さなども

工夫しました。 

 

 見本で作ったものを見て「わたしも作りたい」と

言う子がいたので、作り甲斐がありました。みんな

楽しんで作成していました。保護者の方に「上手に

できたね」と言われて、うれしそうに持ち帰ってい

ました。 

 

菖蒲学童クラブ 

○交  空手入門 

８月９日（水）白鳥 勇太先生 

  

 靴のそろえ方、挨拶の仕方、姿勢、話の聞き方な

ど礼儀作法を指導していただきました。 

 空手の基本動作を体験した後、簡単な試験をしま

した。みんな褒めてもらってうれしそうでした。最

後に先生の瓦５枚割りを目の前で見せていただき、

その迫力に圧倒！お礼に子ども達手作りの金メダル

をプレゼントしました。 

暑い日でしたが子ども達の笑顔がいっぱいで楽し

い一日となりました。 

○作  プラ板でモビールを作ろう 

工夫 プラ板とビーズで夏らしい飾りにしました。 

   小さな鈴を加え音でも涼しさがでるようにし

ました。 

 

 男の子も女の子も積極的

に作っていました。プラ板

の色づけはいつもにも増し

て丁寧に仕上げていまし

た。 

 

【事務局からのお願い】 

 年間利用者の退所届けは、退所日の５日前までに提出することになっています。 

退所日の５日前までの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。 

https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=115314&sw=%E5%A4%9C

