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久 喜 市 学 童 保 育 運営 協 議会
今年も、保護者の皆様や、地域の皆様のご協力をいただき、無事夏休みも終わり、２学期を迎える事ができ
ました。深く感謝申し上げます。
例年通り、夏休み恒例の地域交流事業を行いましたので、クラブでの楽しいひと時を、今号でお知らせいた
します。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いたし
ます。
◎ ご協力いただいた方々

つばめクラブ
バルーンアート
８月８日（水）
◎日下部さん、吉澤さん他、地域ボランティア

さくらっこクラブ
フロアーカーリング
７月２５日（水）
◎出前講座カーリング代表 真田さん他１１名

風船を膨らませる専用のポンプを使い、空気を

初めて目にするカーリングの道具に驚く子、前

入れるところから全員が挑戦。ボ

日から「そだねー」を連呼してやる気満々の子と、

ランティアの方が、お手本を見せ

子どもたちの反応は様々でしたが、デモンストレ

てくれると「おぉ～すごい」と歓

ーションや練習を通し、少しずつゲームに慣れて

声が上がるなか、風船がわれるか

いきました。そのうちにただ投げるだけでなく作

も？！とびくびくする子もいま

戦を考え、チームで得点できるよう工夫する場面

した。

もあり、歓声が上がる試合も見られました。

剣や犬の作り方を教わり、３個目は好きなもの

子 ども 達か らは

（果物、ハート、はさみ等）を思い思いに完成さ

「 今 度は いつ でき

せ、沢山のお土産ができました。

ますか？」
「また や
りたい！」と好評で
した。

たんぽぽクラブ
マジックショー
８月１日（水）
◎鷲宮手品クラブの皆さん ６名

あおばっこクラブ
青葉団地夏祭り（子ども神輿）

８月４日（土）

◎青葉団地自治会の方々

手品クラブの方々が、それぞれひもやトランプ
などを使ったマジックを見せてくださいました。

今年は子ども達に人気のミニオン神輿を作り

子ども達は、えっ、どうして?！なんで?！す
ごい！と不思議そうに見ていました。また、簡
単な手品を３種類も体験させてもらいました。
ひとつひとつ出来ると子どもたちは大喜び、
他の子に教えてあげたり、見せ合ったりしてい
ました。謎が解けたようなすっきりした表情が
印象的でした。
２時間近くありましたが、たくさんしていた
だけて子ども達は大満足でした。

ました。神輿を担いで、団地の夏祭りに参加しま
した。
当日は、豆絞りのはちまきに、祭り半纏を着て、
暑い中「ワッショイ！

ワッショイ！」沢山の

方々の掛け声の中、商店街の中を練り歩き、お祭
りを盛り上げました。
最後には、自治会の方から、お菓子とアイスク
リームを頂きとっても嬉しそうでした。
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あおげわくわくクラブ
昔あそび（わりばしてっぽう作り）８月７日（火）
◎元ゆうゆうプラザ「昔あそび」担当
窪田 利夫さん

北斗キッズクラブ
① チアリーディング
８月８日（水）
◎北陽高校 チアリーディング部
② 「こわ～いおはなし会」 ８月２４日（金）
◎語りの会「カタリカタリ」の皆さん

元ゆうゆうプラザの窪田さんを知っている児
童も多く、緊張感なく始められました。

① 昨年も大好評のチアに、今年も取り組みまし

1 人１セット用意して頂いた割りばしのセット

た。普段とは違った

と輪ゴムを組み立て、大きな「わりばしてっぽう」

真剣な表情で、出来

を作りました。子どもたちが一人で作り上げるの

ないところは何度で

は、なかなか難しい様子でしたが、窪田さんや、

も教えてもらい、ち

支援員に手伝ってもらい、頑張って仕上げること

ゃんとできるように

が出来ました。

なり充実した時間を
保護者の方からも「大きい

過ごせました。

ね！お家でいっぱい遊べる

② 夏と言えば「こわ～いお話し」ということで

ね。」と楽しそうな声をかけ

「怖い話」をお願いしました。普段は元気な

ていただきました。

男の子も興味津々、でも最後はダジャレで会
はお開きになりました。また、親指に龍眼が
ある人は霊感があるとかで、見てもらい「無
くてホッとした」
「あったけどわからない」と
かで、とても盛り上がっていました。

江面児童クラブ
① クッキーダンスを踊ろう‼ ７月２５日（水）
◎久喜市役所シティプロモーション課
染谷さん 福田さん
② ヤマト子ども交通安全教室
８月６日（月）
◎ヤマトホールディングスの皆さん
① ダンス調にアレンジした「久喜市の歌」に合
わせたクッキーダンスにチャレンジしまし
た。難しいところもありましたが、わかりや
すく説明してくださり、みんなでリズムに合
わせて楽しく踊ることができました。

久喜児童クラブ
動物オブジェ作り
８月１０日（金）
◎デジタルものづくり工房 広住 仁さん
いろいろなサイズの枝の輪切りを輪郭や耳な
どに見立て、思い思いの動物の顔へと作り上げて
いきました。仕上げにマグネットを取り付けて完
成！
可愛らしい動物や、カブト虫やカタツムリなど
発想豊かな作品もあり、楽しい時間を過ごす事が
できました。

② 残念ながら猛暑のため、室内での開催となり、
紙芝居を読んでくださいました。その後ヤマ
トさんのトラックを見学させて頂き、運転席

９月分の利用料の口座振替は
９／１３（木）です

に座ってみる子、冷蔵庫を覗く子がいて興味
津々の様子でした。

口座残高の確認をお願いします。
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清久もみじクラブ
みー先生のおかしな世界（マジック＆理科実験）
８月２２日（火）
◎日本腹話術師会員・日本パペットセラピー学会
会員・元八潮市潮止中学校教頭 木村 操さん

菖蒲東学童クラブ
紙ヒコーキを作ろう
◎栗橋風の子・風の子南学童

８月２０日（月）
柿沼 勇夫さん

クラブやゆうゆうプラザで、活躍されている柿
沼先生に教えて頂きました。

物理的な原理を、マジックを通して、おもしろ

いつも作りなれている子も、「これが魔法のひ

おかしく子ども達に教えてくださいました。

と手間…」と言われ、真剣に聞き入っていました。

子ども達は、自分でマジックのネタを作りな
がら「わあー」
「できたー」と歓声をあげて喜ぶ
様子が見られとても楽しい時間となりました。
また、糸を結びつけるのが、意外と子ども達
には難しい作業だと思いましたので、今後遊び
の中に、取り入れていきたいと思います。

最後に皆で、校庭で飛ばすと「こんなに飛んだ
の、初めて」と喜びの声があち
こちであがり、涼しくなった
空にたくさんの紙ヒコーキが
飛び交い、子ども達の笑顔が
はじけました。

菖蒲学童クラブ
押し花でコースター、しおりを作ろう！
８月２２日（水）
◎押し花講師 望月 美代子さん

小林・栢間学童クラブ
クイズ大会＆色画用紙で作る立体恐竜
８月６日（月）
◎菖蒲在住地域ボランティア 木上 裕子さん

押し花を、しおり、コースターの上に、並べて、

子ども達の学年の違いを考慮し、簡単なクイズ

ラミネーターにて作成します。

から難問まで出題していただきました。子ども達

個性豊かな、すてきなしおりやコースターが出

が盛り上がってきたところで、恐竜づくりに移

来上がりました。

行。１人２色の色画用紙を選び、２種類の恐竜を
作りました。
折り紙とは違い、紙質や固さで、力加減が難し
い様子でしたが、集中して作っていました。
最後に顔や体の模様を描き完成。今にも動き出

鷲宮学童クラブ
茶道体験
８月７日（火）
◎しずか学童(栗橋)保育 山下やすよさん他１名

しそうな立体恐竜を並べて眺めたり、ごっこ遊び
に発展したりと、とても楽しい１日でした。

お茶の道具（お釜、抹茶椀、柄杓等）を実際に
見せていただいた後、その道具で、１人１杯、
６０人分の抹茶をたててもらい飲みました。

三箇学童クラブ
お話し会
８月９日（木）
◎読み聞かせボランティア「お話しかご」
佐野間さん、橋本さん

おいしいお菓子を食べ、初めて飲む人でもお
いしく飲める抹茶をいただき、「おかわりした
いくらいおいしかった」
「１杯ずつ、自分のため
に心を込めてたててもらったので、余計におい
しく感じたと思う」等の感想が聞かれました。
また、先生に、じゃんけ
んで勝った１０人の子ど
も達は、先生に教わりなが
ら、学童のお友達においし
い１杯をたててくれまし
た。

室内を暗くして、ロウ
ソクに火を灯し、素話、
絵 本の読 み聞か せを し
て頂き、お話しの世界を
楽しみました。
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東鷲宮学童クラブ

さくら

こすもす

鷲宮中央学童クラブ
地域支援センター夏祭り
８月２４日（金）
◎支援センターの職員のみなさん

オセロ・囲碁・将棋の会 ８月２３日（木）
◎東鷲宮小

ゆうゆうプラザの中尾さん他

前半はオセロやボードゲーム。後半は囲碁・将

地域支援センターに通っている子ども達の
夏祭りに今年も参加しました。
魚つり・ヨーヨーつり・輪投げ・ボールあて・
ミニシアター５つのゲームに挑戦し、スタンプ
をためて最後に景品をもらいました。
また学童の子ども達が、各ゲームのお手伝い
をし、ミニシアターでは、２年生から５年生の
男女４人が、大きな絵本の読み聞かせを行い、
未就学児の子ども達に、楽しんでもらいまし
た。

棋を中心に教えて頂きました。
将棋や囲碁が初めての子達には、基本から丁寧
に教えてくださり、他にも、まわり将棋や、はさ
み将棋、山崩し、五目並べ
や、石取りゲームなど
色々な遊び方を教わり
楽しい時間を過ごせま
した。

桜田小学校学童クラブ

第１ 第２
将棋名人がやってくる
８月２４日（金）
◎東鷲宮小 ゆうゆうプラザの中尾さん他

桜田小学校学童クラブ

コミセン
歌で遊ぼう
８月２４日（金）
◎東鷲宮 元ゆうゆうプラザ 矢作 理恵さん

今年は、人数が去年よりも多いため、将棋グル
ープ・オセロゲーム、室内ボードゲーム（カード

現在、ハンディキャップを持つ子ども達と、
『表

ゲーム含む）の３つのグループに分けて行いまし

現遊び せーの！』や、歌うことで心を開放する

た。

『トゥインクル☆トゥインクル』などのワークシ

昨年もいろんなゲームを教えて頂き、その後学

ョップを行っている矢作さんに来ていただきま

童でも買い、楽しく遊べるゲームを増やしまし

した。

た。今年も新しいゲームと出会えました。

「夢わかば」の歌絵本を、最初に目と耳で楽し

そして将棋に興味を持つ

み、後出しじゃんけんゲームで頭を使ってのゲー

子どもたちが増えるといい

ム。「木こりのうた」で、楽しいジェスチャーを

なと思いました。

次々に増やしていきながら、ちょっと照れなが
ら、身体を動かして、喜んで歌遊びをしました。
パラバルーンを使っ
て、みんなで１つの輪に

上内学童クラブ
マジックショー＆食絵鑑賞
◎食絵画家
斉藤 昭さん

なって遊んだりした後、
もう一度「夢わかば」を

８月３日（金）

歌って見せてもらうと、
誰からともなく自然に、

きらびやかな出で立ちで登場して、コイン、ト

子ども達が、矢作さんと一緒に絵本を見ながら、

ランプ、ハンカチ、ネクタイ、紐など身近なもの

歌を口ずさんでいました。

を使ってのマジックの披露に、子ども達は大喜

五感をたくさん使い、楽しく遊び、矢作さんと

び！

すっかり仲良くなりました。

あちらこちらで種明かしの声が、賑やかです。
また、児童参加型が大変盛り上がり、斉藤さん

【事務局からのお願い】

の助手になり、マジックに挑戦する子もいて、１

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。退所される方は忘れずに提出を
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ので、
ご留意ください。

時間があっという間でした。
また、趣味の、卵の白身を使っての「食絵」は、
ギネスに載っている程で、興味深く鑑賞しまし
た。機会があれば体験したいとの声が多かったで
す。
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