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新年あけましておめでとうございます

～学童室専用携帯～

今年も宜しくお願いします
まだまだ寒い日が続きますが、体調をくずさぬように
気をつけて下さい

０８０－８２１４－１３２９
学童スタッフへの連絡等は
こちらまでお願いします。

児童数 （ ）は単発利用
男児
女児
計

桑野小
0(1)
11(2)
11(3)

大島小
5(2)
3
8(2)

（12/31現在）
開成小
0
1
1

１０月のようす

薫小
0(1)
1
1(1)

大成小
1(1)
1
2(1)

お誕生会

行健第2小
0
1
1

赤木小
0(2)
1(1)
1(3)

芳山小
0(1)
0
0(1)

小原田小
0(1)
1
1(1)

行健小
0
1
1

富田西
2
0
2

芋煮会

Ｈ．Ｒ君 9歳
体調が悪く欠席でした…

計
8(10)
21(4)
29(14)

「きよしさ～ん、生クリーム
ちょうだ～い」と１年生（（笑）

６年生は下校が遅く…
ゆっくり召し上がれ～
Ｋ．Ｙさん ７歳

石川小
0(1)
0
0(1)

おやつ

10/17（月） お誕生会をしました

お誕生日おめでとうございます！

喜久田
0
0(1)
0(1)

炊飯器ケーキでお祝い♪

10/22(土） 大槻公園にて
ココマム芋煮会が行われ
学童親子33名参加しました
天候に恵まれ、
ゲームなどをして
他の会員さんとの交流を深めました

芋煮と焼き肉を食べて
子どもたちはスライダーへと
向かいました

ご飯だんごのおやつ！
たくさんあるからゆっくりたべて～(笑)

みんなの市民活動
交流フェスタ

男子たちと一緒に
清さんもおやつタイム！

さつまいも おやつ

10月29日（土）がくと館にて「交流フェスタ」が行われました
学童の子ども達も多数参加し、元気な声を
響かせていました
ありがとうございました
女子はいも系がだ～い好き♪

11月のようす
お誕生会

さつまいもを頂いたので
ふかし芋おやつにしました

おでかけイベント

ラビスパ裏磐梯へ行こう
11/１９（土）ラビスパ裏磐梯に行きました
行きのバスの中からハイテンションで
みんなで大合唱♪
プールとバイキングを堪能してきました
Ｂ．Ｋ君 8歳
Ｏ．Ｎさん 12歳

１２月のようす

11/14（月）お誕生会をしました
今月のメニューは手作りゼリーとフルーツです♪

スライダー楽しい～

クリスマスツリー
12/5（月）クリスマスツリーを飾りました
そして自分だけのクリスマスミニリース
を作りました

バイキングは好きなものを
好きなだけ食べてね
12/11（日）駅前～柚柚～にて
忘年会を開催し保護者、スタッフの
４０名が参加し交流を深めました

チョコレートファウンテンに

忘年会

クリスマスが終わったら
自宅へ持って帰ります

女子は夢中♪

卒業生も参加してくれました
お父さんの参加もありました

12/26（月）一日遅れのクリスマスケーキ作りと

クリスマス会を行いました

ケーキの箱に絵を描いたりシールを
貼ったりしていよいよケーキ作りスタート
ポスター作りと飾り付けは上級生が担当！

手作りおもちゃ

パラシュートも作りました

みんなとても上手にデコレーションしました～クリスマスケーキの味はいかがでしたか？

手作りおやつ

12/28(水）今年最後のおやつは、みんなで手作りサンドイッチを作りました。
レタスにハム、たまご、シーチキンマヨネーズ等々好きな具を好きなだけサンドしました

具材の準備は５～６年生が担当！
すっかり手慣れたようすで
スタッフは１００％任せています

大掃除

12/27(火）折り紙を使って
万華鏡作りにチャレンジ
しました

初めて作ったサンドイッチ
おいしい～♪

６年生がお手本となり下級生たちは見て覚えていきます

12/28(水）午後、すべての学童室行事のしめくくり…みんなで大掃除です！
すみからすみまでピッカピカにしました！ お疲れ様でした<(_ _)>
一階は水しか出なかったね

大掃除の時だけ上がれる出窓！ 見てください！真剣です 玄関がきれいだと気持ちいいね

トイレもピカピカになりました

今年のしめくくり集合写真♪
～みなさん よいお年を～♡

保 護 者 か ら の 一 言 コ ー ナ ー
大島小 ２年 Ｓ．Hさん

大きなお姉さんのお友達が
たくさん出来て
毎日楽しいです ほのか
大島小 ２年 Ｂ．Ｋ君

行健第２小 ３年 Y．Tさん

１年生からお世話になっており
今年で３年目になりました！
学童のイベントも全部楽しみに
しており毎回参加しています。
これからもよろしくお願い致します。
大島小 ３年 Ｓ．Ｓ君

ス タ ッ フ 一 言 コ ー ナ ー

桑野小 ２年 Ｗ．Ｍさん
５年 Ｗ．Ｒさん

安田 忍 ：「ただいまー」「おかえりー」の挨拶で学童の一日が始まります。
子ども達は学校や家庭の様子などいろいろな事を話して
くれます。みんないっぺんに話をしてくるので聞きわけるのが
大変です。でもそれが楽しいです。「明日も来たい」 「学童に
預けて良かった」と思われる学童にしたいと考えております。
これからもよろしくお願いします。

お誕生会やおでかけイベントなど
いつも楽しみにしています。
毎日、ココマムで過ごす時間が
とても充実しているようです。
これからもよろしくおねがいします。
ももかも単発で利用の時は
よろしくお願いします。

学童での活動をとても楽しみに
しています♡
調子に乗ると人の話を
聞かなかったりとご迷惑を
おかけする事も多々あり
すみません…💦
これからも宜しくお願いします

ベストスマイルショット

小山信子 ：週に２回、火曜と金曜に勤務しています。お迎えの時の笑顔、
車の中の会話、学童での遊び、何気ない日常の中で、
子ども達から元気をもらってます。
遠藤 清 ：送迎を担当している遠藤です。時間に追われる仕事ですが
子ども達から元気をもらい、安全運転に心がけています。
池上久美子 ：子ども達との関わりは、送迎が主ですが季節ごとの
イベントなどでは、一緒に楽しい時間を過ごさせて
頂いています。

小原田小 ２年 Ｗ．Ａさん
毎日、楽しく過ごしている様です。
キャンプや遠足の行事なども、
親と離れて参加することで、
子どもだけのコミュニティーの中で、
経験出来る事が多くあるのかと
思います。
先生方にはご迷惑をかけていることも
多々あるかと思いますが
これからもよろしくお願い致します。

風間純子 ：子ども達の元気パワーをもらい、楽しくやらせて
もらっています。

鈴木悦子 ：学校にお迎えに行った時、子ども達が笑顔でかけ寄って来て
くれるのがとても嬉しいです。今日あった事や宿題の事など、
賑やかなおしゃべりに耳を傾けながら、安全運転に心がけて、
送迎をしています。これからもよろしくお願いします。

お世話になっております。
いつも突然の予定変更等、ワガママ
をきいてくださって助かっています。
長期の休み中、色々なイベントを
考えて下さるので、文乃も楽しく
過ごせてる様です。
これからもワガママ親子を
支えて下さい！！

管野みゆき ：月に数回程度しか送迎をしていないので待機している私を
見つけると走って来てくれる子もいるので、とてもうれしく
思います。また道中は久しぶりなので会話が盛りだくさんで
すぐ着いてしまう感じです。時々の送迎だからこそ子ども達
の元気な様子、成長がみられるようにも思います。
これからも安全運転第一に子ども達を見守っていきたいと
思います。
小松久美子 ：安全運転を第一に楽しく送迎をさせていただいております。
子ども達と接する時間は短いですが、とても楽しい話を
聞かせてもらっています。

編集後記
芋煮会やラビスパプール、忘年会、クリスマスケーキ作りなどの行事を無事に
終了する事ができました。保護者の皆様にはいつもご協力いただき
ありがとうございました。10月～12月の子ども達の様子をご覧ください。
すぐに卒業シーズン…嬉しいやら悲しいやら…考えるだけで今からジーンとしています。（国分）

