
   

 

 

 

 

 

  

 

日 時 ：  11 月 15 日（金）  15:30～16:30 

場 所 ：  センター集会室 

上 映 ：  ☆忍たま乱太郎の地震用心・火の用心 

        ☆注文の多い料理店 

        ☆まほうのおとしあな  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松児童センター

〒020-0102

盛岡市上田字宇登坂長根４１ー３

TEL・FAX　０１９（６６２）０７１２

指定管理者：

発行：盛岡市立高松児童センター＆保護者クラブ

第 331号

令和元年10月15日発行

さ く ら 草
（福）盛岡市社会福祉事業団

高松児童センターだより
  11月のめあて 

すすんで、クラブ活動や 

行事に参加しよう！！ 

日 月 火 水 木 金 土

1 2
高小登校日

3 4 5● 6 7 8● 9
文化の日 振替休日 高小 幼児教室 ペン習字

振替休日 手作りA

（工作）

10 11 12 13 14 15 16
一輪車クラブ 2年スポーツ １年スポーツ

17 18 19 20 21 22 23
サッカー 3年スポーツ 幼児教室 ペン習字

手作りB

（工作）

24 25 26 27 28 29 30
サッカー 3年スポーツ 2年スポーツ 手作りA

（料理）

～お願い～

☆●印は給食なしの日です。この日児童センターを利用する児童は必ずお弁当・水筒（水か

お茶）を持ってきて下さい。

☆クラブやセンター利用の人は中ズック（底が白い物）を必ず持ってきて下さい。

☆タオル・水筒・着替えを必要に応じて持ってきて下さい。（必ず名前を記入して下さい）

　　　11月の行事・クラブ予定　　　　　　　　　　

センター利用時間変更（平日） 

 11 月 1 日～3 月 31 日まで、冬時間になります。 

 

  ★小学生   放課後～16:30 

  ★クラブ    放課後～16:30 

 

  ☆中学生 

  ☆高校生 

 

  ※12 月～2 月の一人帰りは 16:00 です。 

  ※クラブ終了時間には暗くなっています。安全

のため、出来るだけ保護者のお迎えをお願い致

します。（12 月～2 月） 

16:30～17:30 

お知らせ 

 10 月 22 日（火）、高松児童センター館内全て、業者が入

ってのワックス清掃となっております。 

 この日は、センター利用ができませんのでご協力よろしく

お願い致します。 

 １０月９日（水）に、『三世代交流ひっつみ会』を行いました。 

 今年も黒石野平の楽寿会の皆さんと一緒に、ひっつみを食べ、

昔遊びをして楽しく過ごしました。 

 

紐の巻き方や投げ方を教 

えてもらって、上手に回せ 

るようになったよ。 

みんなで美味しいひっつみ 

を食べたよ。 

おはじきの遊び方を教え 

てもらって、楽しかったよ。 

12月の行事予定 
 

12/12（木）、13（金） 

          クリスマス工作 

 

12/21(土) 

         クリスマス会 



保護者会主催・「親子清掃」で児童センターの館内外がピカピカに! 
□保護者会長（吉田さん）より「いつも子どもたちがお世話になっている児童センターを、年２回親と子できれいにして、住みよいところにする活動です。親子でのご協力ありがとうございました。」 

◇館長（上野）より「大人がスコップを持って館庭の側溝の泥上げをし、半年分の土をすくい上げました。図書室の本をすべて下ろして、本棚や棚のうしろのほこりを取りました。子どもたちは本の「天」のよごれを拭き

取りました。集会室のござを絨毯に敷き変え、秋冬モードになりました。座布団をたたいて、きちっと収納しました。遊戯室では、器具庫の道具をすべて出して、棚を拭きました。窓ふきでは、ネットを外して隅々までき

れいになりました。さすがに大人の力です。子どもたちも黙々と手を動かしていました。行事の秋であり、お忙しいところとは思いますが、皆さんのご協力に心より感謝申し上げます。  

第 2 回 ９月 28 日（土） ご協力いただいた皆さん    第 1 回 6 月 29 日（土） ご協力いただいた皆さん 

【１年】 

石井青空くん（１年）・愛恵さん（母） 

上野幸弥くん（1 年）・倫子さん（母） 

佐々木奏良くん（1 年）・佐和子さん（母） 

髙野陽人くん（１年）・葵生くん（3 年） 

・優希くん（4 年）・知子さん（母） 

千葉笑太郞くん（１年）・みどりさん（母） 

吉澤魁人くん（１年）・真利子さん（母） 

髙橋 彩さん（１年）・和子さん（母） 

川上希子さん（１年）・光さん（父） 

中村朱里さん（１年）・あきのさん（母） 

【２年】 

阿部颯太くん（２年）・奏汰くん（４年） 

・知香さん（母） 

阿部広幸くん（２年）・由美さん（母） 

宇都宮宏太くん（２年）・洋子さん（母） 

金田一瑠衣くん（２年）・麻衣香さん（母） 

佐々木澄海くん（２年）・聖子さん（母） 

佐々木惺也くん（２年）・顕斗くん（４年） 

・さや香さん（母） 

佐藤蒼空くん（２年）・晶子さん（母） 

佐藤光くん（２年）・静佳さん（父） 

田村航大くん（２年）・達さん（父） 

熊谷 唯さん（２年）・百合子さん（母） 

芳賀芽衣子さん（２年）・麻子さん（母） 

三浦純玲さん（２年）・柚香さん（３年） 

・愛美さん（母） 

 

吉田小羽音さん（２年）・陽菜向（６年） 

・里佳さん（母） 

【３年】 

岡﨑大智くん（３年）・智香子さん（母） 

庄司幸之助くん（３年）・三希子さん（母） 

関本善太朗くん（３年）・久美子さん（母） 

古川峻太郎くん（３年）・美佐子（母） 

・莉子さん（年中） 

村上大雅くん（３年）・敦子さん（母） 

柳本陽子さん（母） 

市村愛歌さん（３年）・伸運さん（父） 

大久保明佳さん（３年） 

木村真子さん（３年） 

大和田虹子さん（３年）・純子さん（母） 

熊谷芽依さん（３年）・寿花さん（母） 

新沼美咲さん（３年）・智子さん（母） 

三上結生さん（３年）・のぞみさん（母） 

吉田奈央さん（３年）・智子さん（母） 

吉田 優さん（3 年）・絵里（母） 

【４年以上】 

小倉禅くん（４年）・知絵さん（母） 

佐藤颯人くん（４年）・昌秀さん（父） 

【クラブ登録】 

澁谷昂志くん（２年）・晃さん（父） 

増子旺佑くん（２年）・佳奈さん（母） 

大澤菜花さん（２年）・春花さん（母） 

小田島美早さん（３年）・純さん（父） 

【１年】  

岩脇風真くん（１年）・帆海さん（2 年）・智栄さん（母） 

石井青空くん（１年）・愛恵さん（母） 

上野幸弥くん（1 年）・倫子さん（母） 

遠藤海蒼くん（1 年）・沙智さん（母） 

佐々木奏良くん（1 年）・佐和子さん（母） 

髙野陽人くん（１年）・葵生くん（3 年） 

優希くん（4 年）・知子さん（母） 

千葉笑太郞くん（１年）・みどりさん（母） 

丸山剛永くん（1 年）・菜穂子さん（母） 

吉澤魁人くん（１年）・優さん（父） 

髙橋 彩さん（１年）・和子さん（母） 

川上希子さん（１年）・恵美さん（母） 

関 真美さん（1 年）・史くん（年中）・友美さん（母） 

中村朱里さん（１年）・あきのさん（母） 

【２年】 

阿部広幸くん（２年）・由美さん（母） 

阿部颯太くん（２年）・奏汰くん（４年） 

知香さん（母） 

宇都宮宏太くん（２年）・洋子さん（母） 

小野清美さん（母） 

金田一瑠衣くん（２年）・麻衣香さん（母） 

佐々木澄海くん（２年）・聖子さん（母） 

佐々木惺也くん（２年）・顕斗くん（４年） 

さや香さん（母） 

笹本 慧くん（2 年）・心羽さん（6 年）・明子さん（母） 

佐藤蒼空くん（２年）・晶子さん（母） 

佐藤光くん（２年）・静佳さん（母） 

立花 暦くん（2 年）・舞々さん（母） 

田村航大くん（２年）・礼子さん（母） 

長南莉紗さん（2 年）・亜由美さん（母） 

芳賀芽衣子さん（２年）・麻子さん（母） 

三浦純玲さん（２年）・柚香さん（３年） 

村田美弥さん（2 年）・裕子さん（母） 

吉田小羽音さん（２年）・陽菜向（６年） 

里佳さん（母） 

【３年】 

岡崎大智くん（３年）・智香子さん（母） 

稲葉幸太郎くん（3 年）・紀子さん（母） 

庄司幸之助くん（３年）・愛唯和さん（5 年） 

三希子さん（母） 

関本善太朗くん（３年）・久美子さん（母） 

古川峻太郎くん（３年）・美佐子（母）・莉子さん（年中） 

村上大雅くん（３年）・敦子さん（母） 

柳本誇結くん（3 年）・愛結くん（5 年） 

陽子さん（母） 

市村愛歌さん（３年）・伸運さん（父） 

梅里瑞希さん（3 年）・知江さん（母） 

大和田虹子さん（３年）・純子さん（母） 

熊谷芽依さん（３年）・寿花さん（母） 

新沼美咲さん（３年）・智子さん（母） 

三上結生さん（３年）・のぞみさん（母） 

山崎こと寧さん（３年）・壱くん（年長）・さおりさん（母） 

吉田奈央さん（３年）・智子さん（母） 

吉田 優さん（3 年）・美優さん（1 年） 

・茉優さん（1 年）・絵里さん（母） 

【４年以上】 

小倉禅くん（４年）・一華さん（1 年）・渓くん（年中） 

金一さん（父）・知絵さん（母） 

高橋 豊さん（父） 

【クラブ登録】 

澁谷昂志くん（２年）・晃さん（父） 

増子旺佑くん（２年）・佳奈さん（母） 

川南茉優さん（3 年）・静江さん（母）４ 

 


