
参加人数 （人） 内容

プール遊び　8/1, 8/5, 8/8, 8/19, 8/22 延べ人数123 人 プール遊びを通して友達や学年を超えた交流を深める。プールでのルールを学び体力増進をはかる。

スイカ割り 39 人 低学年から順番にスイカ割りを行い、みんなで食べる。

日頃の
様子など

卓球教室 17（二年生対象） 人 二年生対象に、グリップの持ち方、ルール等本格的に卓球を学ぶ。その後ラリーを練習する。（ひろば合同）

水遊び 40 人 会館屋上で家庭用プールで水遊びを楽しむ。学年毎に分け、3回行う。（ひろば合同）

夏休み工作 70 人 空飛ぶカップを作る。作ったカップを多目的室で飛ばして遊ぶ。（子どもの家のみ）

野球教室 11 人 全学年対象で野球競技を学ぶ。最後は試合形式で楽しむ。（ひろば合同）

16ミリ映画会 40 人 鎌倉視聴覚協会に依頼し、本格的映写機での映画を楽しむ。（ひろば合同）

消防訓練 77 人 鎌倉消防局に依頼し、火災発生時の訓練を行う。消防車の中も見せていただき、説明を受ける。（ひろば合同）

カキ氷（保護者会共催） 77 人 毎年恒例のかき氷会。保護者協力のもと手かき、電動のかき氷機で様々な味のかき氷を楽しむ。（子どもの家のみ）

日頃の
様子など

　16ミリ映画会 66 人 鎌倉視聴覚協会による「プーさんと虎」「おおきなかぶ」「ミッキーマウス」　上映。いずれも子ども達に高評価でした。

　すいか割り（父母会共催） 58 人
父母会より保護者が5名来てくださりプレー室にて行いました。低学年と高学年に分かれて距離を変えました。周りの声援
も大きく、盛り上がりました。

　水遊び 32 人
御成小学校の敷地をお借りして、ビニールプール2つに水を溜めて水鉄砲で水の掛け合いをしました。支援員をターゲット
にして子どもたちは大はしゃぎでした。　猛暑の中、ひとときの清涼感を味わえました。

　夏休み工作①　プラバン 72 人 各々、好きな絵を選びプラバンを作成しました。オーブンで焼きあがるときの子ども達の顔がとても嬉しそうでした。

　夏休み工作②　ミサンガ 延べ人数58 人
全員に強制とせず希望者対象としたところ、男女ともに夢中に作る子が何人もいました。一日に3個作り家族へのプレゼン
トにする子もいたり、オリジナルな色使いで素敵なミサンガをつくったりと素敵な作品がいくつもできました。

　自由工作 延べ人数96 人
夏休み期間中3回行いました。　支援員や子ども達が持ってきた廃材で自由に何を何個でも作ってもよいというものでし
た。想像以上の傑作品がたくさんできていました。

　不審者訓練＆安全教室 65 人 安心安全課の方による、支援員のさすまたの使い方と、スクリーンを使っての安全教室を行いました。

日頃の
様子など

①23 ②36 ③24 ①水遊び用魚作り（食品用トレイを使いマジックで絵を描く)②コトコトうさぎ作り(厚紙に動物を描きストローに紐を通し

④30 ⑤24 て上下に動く作品を作る）③びっくり箱作り（工作用紙と牛乳パックで飛び出すように作る）④ミサンガ作り（円形の台紙

を使いリリアン糸で編む)⑤稲村水族館作り(海の生物をオリジナルか図鑑を参考に描き、作品を窓に貼り水族館を作った）

水遊び(３回） 71 人
こどもの家前の庭にビニールプール、水槽を用意してヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、水鉄砲、色水遊び、魚釣りを
して遊んだ。

日頃の
様子など

プール行事　（保護者会共催） 延べ人数384 人 保護者4名以上と支援員とで見守り、事故なくプール遊びを楽しみました。（7月6回・8月8回の全14回の予定で11回実施）

流しそうめん会　（保護者会主催） 79 人 朝から準備を行い、そうめんに加え、焼きおにぎりやフランクフルト、かき氷なども用意し、子どもたちは大満足でした。

夏休み工作①　ペットボトルで水鉄砲作り 52 人 ペットボトルのキャップに穴をあけ、ボトルにマジックで絵を書いて、オリジナルの水鉄砲を作りました。

夏休み工作②　新聞紙で作る防災グッズ 40 人 新聞紙を使って、スリッパとコップを作りました。大人用と子ども用のサイズ違いの作り方を覚えました。

プラバン工作 38 人 水遊びの予定を変更し、プラバン工作を行いました。いつもより大きめの、好きな絵柄のアクセサリーができました。

夏休み工作③　ブンブンごま作り 40 人 段ボールを丸く切って、たこ糸を通しブンブンごまを作りました。どれもブンブンと音を立てて回るこまになりました。

夏休み工作④　空気砲作り 18 人 円形状の空き箱やペットボトルを使って空気砲を作りました。風船をつけるのが難しかったようです。

アートバルーン＆スイカ割り 68 人 支援員と一緒にアートバルーンを作った後、館庭でスイカ割りを行い、甘いスイカをみんなで食べました。

水遊び 延べ人数45 人 工作で作った水鉄砲を使ったり、直接ホースから水をまいたりして、館庭で水遊びを行いました。

夏祭り 72 人 子どもたちの大好きなヨーヨーつりやあてくじなどの模擬店を用意して、夏休みの最後の日の締めくくりにしました。

日頃の
様子など

水遊び 82（2回） 人 水鉄砲で水を掛け合って遊ぶ（１回目）・水風船を作って２チームに分かれ、投げ合い楽しみました。（２回目）

おもちゃの日 98（3回） 人 各々が自宅から記名したおもちゃを持って来て子ども室でルールを守って遊びました。

蝉取り 37（3回） 人 網とかごを持って低木で取りやすい５丁目公園へ行って蝉取りを楽しみました。

広町緑地散策 39 人 てらこやさんと一緒に広町へ行って小川でエビや小魚を取って遊んだり散策を楽しみました。

ホットドッグとフルーツポンチパーティ（共催） 30 人 保護者に工作、フルーツポンチの作り方を教えてもらい、自分で作ってみんなでいただきました。

卓球教室　 9 人 ルールとマナーを知り、1人ずつラリーを楽しみました。（対象2年生以上）

しっぽ取りゲーム 30 人 新聞紙のしっぽを2チームに分かれて取り合い戦いました。

すいか割り　（共催） 35 人 子ども室で保護者と共に1人ずつすいか割りを楽しみ、皆でいただきました。

工作　サンキャッチャー 28 人
恐竜2種類と蝶からデザインを選んだ型紙に、色々な花紙を貼ってラミネートをして、ステンドグラス風のサンキャッ
チャーを作りました。

かき氷大会（共催） 37 人 夏の定番【かき氷』を自分たちで作って食べました。

日頃の
様子など

風鈴作り 30 人 ペットボトルを切り、紐と鈴をつなげて風鈴を作った。

アイスの棒で工作 35 人 おやつの時に食べたアイスの棒を日ごろから集め、洗い、家やペンケースなどを作った。

クイズ大会 35 人 鎌倉てらこやがクイズを考え、問題を出してくれた。

日頃の
様子など

夏休み工作（５回) 人

こしごえ

行事

午前中は学習タイムで夏休みの宿題をやる子が多く、ＬａＱやレゴなどで静かに過ごしていました。午後からはプールに出かけ、戻ってくると疲れて寝てしまう子もいました。プールがない日はプレイルームで
ドッチボールやプラレールなど、思い思いの遊びを楽しんで過ごしました。今年も猛暑を考慮し、屋外への外出は避け、プール行事は昨年同様、環境省熱中症予防サイトを参考に、実施の可否を判断しました。7月
の気温が低い日には裏庭の草むしりやさつまいもの苗植えの準備などを進んで手伝ってくれました。とかげさがしやトカゲの世話、虫取りも日課となっていました。

来所から10時までは勉強を行いました。その後、12時までは自由遊びを行い、12時からお昼ご飯になります。12時から13時までお昼ご飯で13時までに食べ終わった子どもは図書室から持って来た本やまんがを静か
に読んでいました。13時からは日に寄りますが外遊びや室内でドッチボールなどを行いました。15時からおやつを食べます。15時半に終わりにしました。15時半から17時まで自由遊びや外遊び、室内でドッチボー
ルを行いました。17時から18時まで勉強時間です。

いなむらがさ
き

行事

７:３０～読書　８:３０～朝学習、読書　１０:００～ラジオ体操　１０:１０～自由遊び　１２:００～昼食　１３:００～自由遊び　15:００～おやつ　15:３０～自由遊び　16:００～体育館、自由遊び　17:００
～学習、読書　17:３０～ぬり絵、お絵かき読書      夏休み恒例のラジオ体操、体育館で身体を動かし一日のスタートという気分になり元気に参加できていた。参加賞のイニシャルストラップもよろこんでいた。
工作は全般的に積極的に取り組め、心配していたミサンガも全員完成することが出来た。遊べるおもちゃ作りでは出来上がったおもちゃで楽しく遊べた。一部屋の中で一日過ごすので水遊びや体育館での遊びはと
ても良い気分転換になったようで積極的に参加する子ども達が多かった。

かまくらっ子としての初めての夏休み。子どもの家の児童だけでなく、ひろばの児童と共に様々な行事を楽しんだ。上記子どもの家主催の行事のほかに、週に一度はひろばプログラムも開催され、充実した夏休み
を過ごした。１0月におこなう秋祭りの商品作りなども子ども達で行った。

しちりがはま

行事

（記載なし）

にしかまくら

行事

2019年度子どもの家での夏休みの過ごし方

にかいどう

行事

天気もよくお友達と遊ぶ子、一人で泳ぐ子、各々が楽しんていた様子。8/2, 23は雨天のため中止。事故なく無事終了した。スイカ割りは、大きなスイカを順番に割ろうと一生懸命にチャレンジした。立派なスイカ
だったのでなかなか割れなかったが、声で場所を知らせて盛り上がった。保護者の方主体で、子どもたちを楽しませようと盛り上げてくださった。

おなり

行事

今年も猛暑の夏休みだったため、屋外に出る時間が少なくなりましたが、子どもの家の行事と、ひろばの行事で毎週何か行事をすることができました。この夏休みから部屋の使い方を変え、また一日の過ごし方も
子どもたちの様子に合わせて変えてみました。いろいろ小さな喧嘩やトラブルはあったものの怪我がなく過ごせたことは何よりだったと思います。今年の夏休みは、トイレのスリッパを揃えたり、本の片づけを自
発的にしてくれたり、班の中での活躍をしてくれたこどもたちに「夏休み　がんばったでしょう！」をあげる試みをしてみました。少しずつ頑張る子どもが増えたことからいい取り組みだったと感じています。

だいいち

行事



うちわを作ろう                              7/31 80 人 折り紙を3枚つなげて、蛇腹に折り、アイスの棒をつけてうちわを作る。

クルクルレインボー                          8/6 70 人
きらきら折り紙、ストロー、竹串など身近な材料を使って、準備しておいたキットを組み立て、クルクルレインボー作って
遊ぶ。

ネイチャーゲーム｢私はだれでしょう？」       8/14 33 人
洗濯バサミで背中に動物カードをつけて(本人にはわからない）二人一組になり、自分が何の動物カードをつけているかヒ
ントを出し合い当てるゲーム。

ブーメラン工作                              8/15 34 人 牛乳パックで作った羽3枚に、絵や模様を描き、3枚を合わせて止め、出来上がった物を飛ばして遊ぶ。

16ｍｍフィルム上映会                        8/27 106 人 鎌倉視聴覚協会の方を呼び、映画上映会を行なう。3本の映画を上映。

ブンブンごま・ミサンガ工作                  8/16 36 人 牛乳パックを丸く切り抜き、好きな色や柄を描き、ブンブンごまを作って遊ぶ。刺繍糸でミサンガを作る。

夏休みだ！スイカ割りをしよう！ 121 人 地域の社会福祉協議会の方達とスイカ割りをして楽しみ、割ったスイカをみんなで食べる。

きにいった石を見つけて金箔をはろう　　　(定員制) 20 人 伝統工芸の金箔の美しさを体験する。卵位の大きさの石を持ってきて、その石に金箔をはる。

対話しながらお絵描き　　　(定員制) 6 人 目をつむって友達の声の誘導で線を描いて、そこに色を塗っていく。完成後、その作品をおしゃべりしながら鑑賞する。

竹てっぽうを作ってあそぼう！ 85 人 昔遊び、自然の竹を使い、竹てっぽうを作る。ティッシュペーパーをぬらし、玉にして、的に当てて飛ばして遊ぶ。

一本ゲタをはいて歩いてみよう！ 55 人 地域の工務店の方が手作りしたゲタを借りて、はいて歩いてみる。バランス感覚を養う。体感を鍛える。

「要約筆記」ってなに？書いて遊んでみよう！ 34 人
要約筆記を体験してもらい、ドラえもんのアニメを字幕つきで観てもらい、前半は音声なし、後半は音声をつけて鑑賞し、
その違いを体感してもらう。

楽しくて不思議　校庭の植物たち 41 人 自分達が通う学校内に派生する植物に触れ、遊び、体感する。

日頃の
様子など

映画会 7月　（4日間） 167 人 大画面で映画鑑賞をしました。

保護者会お弁当　（3回） 延べ人数167 人 保護者が手配したお弁当を食べました。

ﾊﾟﾌｪﾊﾟｰﾃｨｰ 49 人 子ども達がトッピングを選び好みのパフェを作りおやつと一緒に食べました。

プール行事　　（6日間) 198 人 保護者会主催によるプール遊びをしました。

ドミノ大会 40 人 6グループに分かれドミノを並べ最後に全部つなげて大きな作品を皆で倒し楽しみました。

夏休み工作　（2日間） 延べ85 人 牛乳ﾊﾟｯｸで作るしかけパズル、平面キュービック、ミサンガ2種類を工作しました。

地震避難訓練 40 人 毎月行う地震避難訓練を16:30過ぎの遅い時間を設定し行いました。

日頃の
様子など

工作週間
スクールサポーター工作

158 人
身近な材料や廃材を利用し、自由に作品作りを楽しむ。
割り箸とはがきを使って飛行機を飛ばす事に挑戦

消防訓練
夏休みおたのしみ週間

66 人
大船消防署指導の下、キッチンより出火の想定で、伝達、消火、通報、避難等の訓練を実施（煙体験、消火器体験あり。
鈴割り、わくわくツアー、あみだくじおやつ等、来所人数子ども達の希望など状況を見て次々とアイディアを出しその日に
できる大小の楽しいイベントを即興で企画した。

食品サンプル
流しそうめん

92
98

人
保護者会企画。プレイルームにて樹脂でプリンアラモードを制作。テラスにて毎年恒例となった雨どいを使った流しそうめ
ん。盛況だった。

リズム体操
すいか割り

25
80

人
保護者有志企画のダンスエクササイズ。講師を招いて天才テレビくんでおなじみのダンスを皆で踊った。
テラスにてすいか割り。

日頃の
様子など

プール（保護者会共催） 7/22～8/2 633 人 プール遊びを友達と楽しむ。保護者と一緒に子どもたちを安全に見守る。

かき氷（保護者会共催）プール中止日　8/2～8/27 151 人 業務用のかき氷機を使い、ロックアイスでかき氷を作り、多種のシロップをかけて、おやつの時間に子ども立に提供する。

工作教室（支援員）8/26, 8/27, 8/28 182 人 三種類（ミサンガ、ぶんぶんゴマ、むかで競争）を、子ども達が自主的に取り組み、完成させて楽しむ。

日頃の
様子など

防犯教室、飛行機づくり（スクールサポーター） 64（＋㋐40） 人 防犯について学ぶ。はがきと割りばしで飛行機を作り飛ばして遊んだ。

ダンス運動 28（＋㋐32） 人 朝ドラのメロディーにあわせた振り付けで体を動かし、個人からグループ、そして最後は全員で輪になり踊った。

ハンドベル体験 40（＋㋐23） 人 触れる機会の少ないハンドベルの基礎を学び、「かっこう」と「ぶんぶんぶん」を合奏した。

宇宙教室ＪＡＸＡコズミックカレッジ 55（＋㋐48） 人 傘袋、スーパーボール、竹串を使って２種類のロケットを作った。個性的な作品が出来上がり、みんなで飛ばして遊んだ。

てらこやさんと遊ぼう(ドミノ・シャボン玉） 17（＋㋐17） 人 ４グループでそれぞれ作ったドミノをつなぎ一つの大きな作品とした。並べては倒しながらも一つの作品が完成できた。

クラフト（にこひろば） 43（＋㋐26） 人 フォトフレーム・ペットボトルキャップヨーヨー・コマ＆ビックリ箱の中から一つを抽選で選び作品を作った。

スイカ割り（父母会共催） 人 父母会で３個スイカを用意していただいたが雨のため中止。おやつでおいしくいただいた。

プール（父母会共催） 延べ人数179 人 8回予定で1回天候不良のため中止。保護者の方の協力で毎回時間いっぱい思う存分楽しんだ。

しゃぼん玉遊び 延べ人数32（＋㋐3） 人
子どもの来所の少ないお盆の4日間に行った。毎回参加する子もおり、のんびり、ゆっくり七色に光るシャボン玉を存分に
楽しんだ。

水遊び 42（＋㋐24） 人
中庭で全身びっしょりなって水鉄砲で遊んだ。ポイを的にした的あてではなかなか破れない的に狙いを定めて夢中になって
いた。

避難訓練（２回） 延べ人数63（＋㋐44） 人 地震により崖が崩れた場合と火災が発生した場合とを想定、支援員の指示に従い各所から避難する練習をした。

日頃の
様子など

プール行事（父母会共催） 延べ人数249 人 天候に恵まれた方ですが、学校工事のため８回計画のうち６回実施することが出来ました。

スイカ割り（父母会共催） 延べ人数109 人 プレイ室でてらこやも含めスイカ割りを楽しんだ後、てらこや主催のゲーム、ビー玉運び・宝探しで楽しみました。

防犯教室（安心安全課主催） 63 人 夏休み中に注意することなどをDVDを通し学びました。その後紙飛行機つくり工作をした後実際に飛ばして遊びました。

CDできらきらフレームとコマ 延べ人数117 人 CDのケースを利用し、きらきらフレームを作りました。また、CDを使用しビー玉を入れてコマを作りました。

ペットボトルキラキラドーム 延べ人数61 人 ペットボトルにいろいろ飾りを入れ、洗濯のりと水とキラキラ光るものも入れて作りました。

スライム作り 延べ人数109 人 洗濯のりと色水とホウ砂で作って遊びました。

書道教室 延べ人数38 人 初めての取り組みで一日目は本格的に筆で清書。二日目は硬筆で行いました。

リサイクル工作 延べ人数110 人 牛乳パック利用の工作。一日目はびっくり箱、二日目は牛乳パックと折り紙を利用して箱を作りました。

16㎜映画会 43 人 視聴覚協会により映画３本を上映しました。

絵はがきでおたより 延べ人数76 人
郵便局にハガキを依頼し、それぞれの工夫で個性あふれるものが出来ました。自宅に持ち帰る子もいましたが、コンクール
にも応募しました。

リクエスト工作 延べ人数87 人 今まで行なった工作のリクエストに答え、4種類行ないました。

日頃の
様子など

今年の夏休みの工作は支援員も各担当者を決め、それぞれ創意工夫をし、新しい物にも挑戦。子ども達も目新しいものに目を輝かせ、一生懸命に取り組んでいた。普段見られない真剣なかつ甘えの所もさらけ出
し、長い一日を変化のある時間を過ごすことが出来ました。

行事

ひろば
プログラム

やまさき

行事

（記載なし）

行事

行事

アフタースクールが始まったことで全体の子どもの数が増えたが、すみ分けをしたりおもちゃや本を上手に共有することを少しずつ覚えて大きな混乱もなく過ごしています。プログラムがほぼ毎週行われることで
子どもたちにも活気が出て変化にとんだ日々になっていると思います。館内は走り回ることが出来ないのでできる限り外遊び（体育館含む）も取り入れて思いっきり体を動かして楽しんでいます。

いまいずみ

行事

夏休み前半の7月は、比較的来所人数も多かったが、8月に入りお盆の週は人数も少なく、普段出来ない遊びなどを取り入れたりして楽しく過ごした。支援員が企画した行事の他に、コーディネーター企画のプログ
ラムが毎週あり、たくさんの子ども達が参加した。毎日暑い日が続いたが、一日一回は短時間でも外遊びに連れて行った。ゲガもなく、元気に夏休みが過ごせてよかった。

ふじづか

朝の学習時間～自由時間～お昼～自由時間（プール行事・室内遊び）～おやつ～自由時間～会館閉館～静かに過ごす時間～閉所

おおふな

大きなけがも事故もなく、子ども達が元気に長い夏休みを過ごせたことが一番である。来所した子どもがとても多く、行事にも積極的に参加していた。猛暑の日々の中でも、エアコン、水分補給をし、休憩も入れ
ながら、外遊びにも出かけた。狭いプレイルームの中でも場を分け、譲り合い、5時ぎりぎりまで卓球、サッカー、ドッジボール野球などを支援員と一緒に楽しんだ。10月からは動きのある遊びはプレイルームでは
出来なくなることを子どもたちに説明しながら、日々を思いっきり楽しんでもらえたと思う。

おさか

行事

ふかさわ



夏祭り　　　　　　　　　　　　　　　7/3 154 人 ポップコーン・かき氷・綿菓子・ゲームなど、地域の方も大勢来館され、各ゲーム、食べ物コーナーとも盛り上がりました。

ハヤシライスパーティー・ビンゴ大会・映画鑑賞(父母会共催)　7/26 87 人 昨年同様ハヤシライスでランチパーティーを実施。

プール行事　　　　　　　　　　　　　7/30 49 人 父母会主催

防犯教室・割りばしヒコーキ　　　　　7/31 50 人 推進課用意のDVDなどで下校時途中の注意の払い方を学びました。

青少年会館合同避難訓練　　　　　　　8/1 57 人 2F子どもの家キッチンから出火の想定で全館1Fの駐車場に避難訓練。真剣に取り組めました。

プール行事　　　　　　　　　　　　　8/2・5 114(2日57・5日27） 人 父母会主催

ペットボトル小物入れ　　　　　　　　8/6・20 17(6日13・20日4） 人 ペットボトルにファスナーをつけ、デコレーションし、筆入れ・小物入れを作りました。

折り紙、紙トンボ 14 人 屋根まで飛ぶ紙トンボを作成し、みんなで遊びました。

プール行事　　　　　　　　　　　　　8/8 41 人 父母会主催

うちわ作り　　　　　　　　　　　　　8/13 13 人 プラスチックの骨組の片面ずつ画用紙と和紙を貼りつけ好きなデザインを描きました。

アイロンビーズ　　　　　　　　8/13・14・22・27・28 25 人 見本を見て作る子、自分の型で作る子、色々な子がいて、みんな楽しみました。

せっけんデコパージュ　　　　　　　　8/14 24 人 せっけんを自分の好きなシール等でデザインして、みんな個性のあるせっけんを作りました。3回実施しました。

ミニオンズとフォーキー　　　　　　　8/14 23 人 画用紙やプラスティックのフォークなどで今流行のキャラクターを作成しました。

ノビール棒　　　　　　　　　　　　　8/14 7 人 広告紙でのびる棒を作成しました。

かき氷　　　　　　　　　　　　　　　8/14 16 人 猛暑続く中、おかわりしていろんな味で涼みました。

ミサンガつくり　　　　　　　　　　　8/19 35 人 丸い型紙に切り込みを入れ刺しゅう糸で色とりどりにきれいに編み込みました。

プール行事　　　　　　　　　　　　　8/21 43 人 父母会主催

ふうせんスクイ―ズ　　　　　　　　　8/22 60 人 ふうせんの中にウオータービーズを入れて作成しました。

日頃の
様子など

消防訓練（みどり子ども園と共催） 42 人 ２階台所からの出火を想定し、隣接のみどり園まで避難しました。当日は水消火器訓練、総合訓練を行いました。

大船警察・防犯教室と工作 40 人
スクールサポーターによるスライドを使った防犯のお話を聞き、身を守るためにはどうすればよいか学びました。また工作
では紙ひこうきを作り、みんなで飛ばして楽しみました。

サマーイベント（保護者会と共催） 56 人 午前中にスライム作り、削り絵を行い、お昼に父母会の用意したお弁当をいただき、その後１６ミリフィルム映像を楽しみました。

プール行事（保護者会と共催）
※プールが使用できない日が２回、今回から保護者会で
プール実施基準として環境省の熱中症予報に合わせ厳重
警戒以上の場合は中止としましたので、残り６回も厳重
警戒でプール実施日はありませんでした。代替として水
遊び３回、工作５回をおこないました。

水遊び（３回＝延べ
５１）　　工作（５
回＝延べ１４８）

人

・水遊びは隣接の植木谷戸西公園にビニ-ルプールを持ち出し、水風船や水でっぽうを楽しみました。
・工作では好きな絵やキャラクターを下絵にしたプラバン作り、牛乳パックを羽根に使ったブーメラン作り、カラフルな色
に彩られた絵合わせ、牛乳パックのふたとタコ糸を利用したぶんぶんゴマ、牛乳パックを使った４コマ絵を２つにつないだ
キューブボックス作りを保護者の方に付き添っていただきながら楽しそうに作りあげていました。

すいか割り 46 人
すいかを２玉用意していただき、１人ずつ目隠しをして１０回まわってからスタート。みんなで声をかけ、すいかの位置ま
で誘導。全員が終わった後、みんなでおやつとしていただきました。

リラックスタイムと読書タイム 延べ人数903 人
昼食後にプレイルームに集まり、３０分ほど横になったり本を読んで静かにすごしました。鎌倉市の図書館から本や紙芝居
を借りて、よみきかせをしたりしました。

百人一首を覚えよう 延べ人数584 人
夏休みの終わりにある「百人一首大会」に向けて青色グループ（２０首）を覚えました。１０時からプレイルームに集まり
全員で読み上げ、各自１日３首を暗記して支援員がチェックしました。

百人一首大会 31 人
夏休みいっぱいかけて覚えた成果を発揮して一生懸命に取り組む姿が素晴らしかったです。「札をとる」練習もしたので、
上の句が読み終える前に札をとる子も多くみられました。

工作週間（ストロートンボ） 46 人
ハサミでストローの長さを調整して切り、牛乳パックを使った羽根woつけて、よりよく飛ぶストロートンボを作成しまし
た。

工作週間（レインボーステイック） 33 人 竹ひごに色とりどりのキラキラした細い帯をつけ回転させることで虹色に見えるレインボースティックを作成しました。

日頃の
様子など

バスケットボール　　7/22 20 人 体育館で実施し猛暑の中体育館でパスドリブル練習や試合をしました。

16ミリ映画会　　　　7/26 62 人 今の子どもたちは知らないフィルムを使った映画を観て子どもたちも盛り上がっていました。

てらこやガンファイト　7/31 71 人 施設の横の庭でてらこやさんも子どもたちもずぶぬれになり水遊びを楽しみました。

防犯教室　　　　　　　8/1 41 人 割り箸とハガキを切ったものと輪ゴムを使い飛行機を作り、プレイルーム遊びました。

宇宙教室　　　　　　　8/6 55 人
ＪＡＸＡの方がッ来てくださり、丁寧にまた面白く宇宙の仕組みを説明してくれたので子どもたちも興味津々お話をきいて
いました。

工作　　　　　　　　　8/21 55 人 プラスチックのコップのそれぞれ好みの絵を書きプレイルームで動かして遊んでいた。

てらこやゲーム大会　　8/30 69 人 夏休み最後のてらこや行事。8チームに分かれて4種類の色々なクイズをしてとてもたのしんでました。

日頃の
様子など

行事

たまなわ

行事

夏休み子どもの家の保護者会共催行事として7/24(水)パフェパーティーでは、子どもたちも楽しみにしていた行事で美味しくいただき大満足でした。プールは、6回実施し保護者の方のお当番と支援員で見守り、事
故藻、怪我もなく安全に実施出来、ご協力大変感謝しております。自由時間では、支援員が考えた遊びのマンカラ、靴下どこどこ、宝探し、なんでもバスケット、アメリカンドッジボールをやりました。夏休み工
作ではミサンガ、ﾌｧﾝﾙｰﾑ、キラキラレインボー、フリスビー、ブーブー笛、毛糸のボンボンを作りました。

うえき

行事

一日の過ごし方のスケジュールに合わせ、８時３０分～学習時間・読書 　１０時～ラジオ体操を行い、子どもたち数人が前に出てお手本となってくれました。午前午後に分けて百人一首、午後からのよみきかせは
読書を楽しむ姿がたくさんみられました。自由遊びでは、プレイルームで各学年ともドッヂボールが人気で元気に体を動かしました。

せきや

（記載なし）


