
 

保護者会親子清掃奉仕                        親子バス遠足 

風の子長期休み利用説明会・世話人会                  ～盛岡市立区界高原少年自然の家～ 
日時  6月 29日（土）                                    日時  6月 15日(土)  

  ７：３０～８：２０  保護者会親子清掃奉仕                  ８：４５  集合 

    センター内・・・ガラス拭き、床拭き、靴箱、                    ９：００  高松小体育館前出発  

            座布団叩きなど                            １０：００  区界高原少年自然の家到着 

センター外・・・側溝の砂上げ                              １０：３０  野外炊事(カレーライス作り) 

  ８：３０～８：４５  長期休み利用説明会                                昼食 

  ８：５０～９：５０  保護者会世話人会                                 片づけ 

① 持ち物  上履き、ゴム手袋、軍手、タオル、雑巾 2枚                １３：００  水晶探し 

(１枚はセンターに寄付をお願いします。)                １５：００  区界高原少年自然の家出発 

※今年度、初めての清掃奉仕です。日頃行き届かない所を               １５：４５  高松小体育館前到着 

風の子、クラブ児童の親子できれいにして頂けると助かりま                             〃    解散 

す。ご協力よろしくお願いします。                           参加費 会員５００円  会員外 ５５０円 

② その他  清掃奉仕終了後、長期休み利用説明会をしま        ※参加費には野外炊事代等、含まれます。 

すので、1年生全員の保護者と、初めて長期休み利用す        詳しくは後日、参加者にお知らせします。 

る保護者の方は、必ず参加して下さい。この日に夏休み          たくさんの参加、お待ちしております。 

利用申請書をお渡しします。 締め切り  6月 5日(水)  厳守 
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親子バス遠足6/15（土）～盛岡市立区界高原少年自然の家～

保護者氏名（参加する方）

会　員(1人、500円）・会員外(1人、550円）　どちらかに○をして下さい。

  

 

６／２５（火） 七夕会 

「アカペラコンサート」 

風の子夏休み利用申請書申し込み受付 

６／２９～７／５（金）   センター窓口 

提出締め切り ７／５（金） 厳守 

6 月のめあて 

きまりをまもって 

仲よくあそぼう！ 

 

 

 

 

令和元年度高松児童センター 保護者会世話人 

会長   吉田 里佳(2年小羽音・6年陽菜向) 

副会長  熊谷 百合子(2年唯) 佐藤 静佳(2年光) 

会計監査 岩脇 智栄(1年風真・2年帆海) 佐藤 晶子(2年蒼空) 

世話人・石井 愛恵(1年青空)   ・上野 倫子(1年幸弥) 

   ・佐々木 佐和子(1年奏良) ・千葉 みどり(1年笑太郎) 

・川上 恵美(1年希子)   ・小倉 知絵(1年一華・4年禅) 

   ・高橋 和子(1年彩)    ・中村 あきの(1年朱里) 

   ・吉田 絵里(1年茉優・美優・3年優) 

・宇都宮 洋子(2年宏太)  ・金田一 舞衣香(2年瑠衣) 

   ・佐々木 美波(2年桜亮)  ・佐々木 聖子(2年澄海) 

   ・立花 舞々(2年暦)    ・長南 亜由美(2年莉紗) 

   ・村田 裕子(2年美弥)   ・熊谷 寿子(3年令平・5年心平) 

・庄司 三希子(3年幸之助・5年愛唯和) 

・古川 美佐子(3年峻太郎) ・大和田 純子(3年虹子) 

・大久保 佳奈子(3年明佳) ・川南 静江(3年茉優) 

・工藤 ルミ(3年日葵)   ・熊谷 寿花(3年芽衣) 

・山崎 さおり(3年こと寧) 

一年間よろしくお願い致します。 

七夕会「アカペラコンサート」 

日 時  ６月２５日(火) １６：１５～１６：４５ 

場 所  センター集会室 

参加費  無料 

対 象  小学生５０名 

♫岩手大学「ＶＯＩＶＯＩ」のお兄さん、 

お姉さんがアカペラで歌を歌ってくれます♪ 

※申し込みは不要です。 

＊本日より申し込みを受け付けます。（日曜･祝日は除く） 

   

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8
サッカー ３年スポーツ １年スポーツ チアダンス

9 10 11 １２● 13 14 15
一輪車クラブ ３年スポーツ ２年スポーツ 幼児教室 ペン習字 親子バス遠足

手作りＢ

　　(料理）

16 17 18 19 20 21 22
サッカー ３年スポーツ １年スポーツ 2年スポーツ チアダンス

23 24 25 26 27 28 29
一輪車クラブ 七夕会 ２年スポーツ 幼児教室 ペン習字 親子清掃奉仕

1年スポーツ 手作りＡ 夏休み利用説明会

（工作） 世話人会

30

☆●印は給食なしの日です。この日児童センターを利用する留守家庭児童は必ず、お弁当

　水筒（お茶か水）を持ってきて下さい。

☆中ズック（底が白いもの）を持たせて下さい。

☆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）

６月の行事・クラブ予定



保護者総会での挨拶から  

［高松児童センター館長 上野三士］  

はじめに 

① 昨年度は外遊びを奨励し、利用者数 2220 人増えました。 

② 本年度、留守家庭 68 家族 88 名でスタートしました。（昨年度 85 家族 90 名） 

１ 子どもたちが安全で安心なくらしを過ごすために 

センターでは「出席簿」を作製し、毎日出席を確認をする。子どもはネームプレート

を、自分でひっくり返す。保護者は利用日をペーパーで報告し、安全な送迎をする。 

２ 子どもは日々変容し、成長する。それを支援するために 

① 自立を支える……ひとつひとつのことを自分でできるように 

② ルールとマナー……集団でくらすときのルールを守り、人間として他とともにくら

すときのマナーを知ります。 

③ 精神面（心）を育てる……がまんすることが人間力になる。そうじをしてスッキリ

する時の心地よさを感じとる。 

④ ことばを育てる……よいことばの使い手は穏やかな人間関係をつくる根本です。 

「そういうことばはないです。どう言えばいいの」と言い直しをさせる。 

３ 価値ある体験を、可能なかぎりたっぷりと楽しませる 

① 「遊び」をたっぷり（仲間といっしょに、楽しく遊ぶことができる子ども） 

② クラブでたっぷり活動（チアダンスなど６つのクラブ）と工作教室など 

③ 自然の中での活動をたっぷり（館庭で外遊び、野活への親子遠足） 

③  読書をたっぷり（昼食後には３０分間読書） 

⑤ 啄木カルタ、百人一首、将棋、囲碁、オセロなどのボードゲームをたっぷり 

４ まとめ 

① 心の安定づくり（読み聞かせ、アイコンタクトと傾聴）を大事にする。 

② 観察力は自然のなかのくらしと読書から育つことを大事にする。 

高児スタンダード （高松児童センターの基本） 

① あいさつ［心構えと人間関係作りのスタート］ 

② へんじ［自分の気持ちを表す第一歩］ 

③ ことばづかい［相手に届くことばで］ 

④ はきものをそろえる［整理整頓はみんなで暮らす場所へのやさしさ］ 

 

☆ 保護者会総会は 84 家庭のう ち 68 家庭のご出席（81％）でした。世話人会  

でも貴重なご意見をいただきました。ご協力あり がと う ございました。  

 

 

 

 

ク ラ ブ が 始 ま り ま し た

 
３年スポーツ…「島おに」のルールをおぼえ、いろんな動き方をする。新しい 

ことや動き、種目に挑戦することが楽しみです。 

 

工作教室…マスキングテープを工夫してはりました。母の日・父の日プレゼ 

ントになります。心を込めた力作・力作・力作です。 

 
チアダンスクラブ…今年から始まった新しいクラブです。開校式では興味 

しんしんの子どもたちの真剣な顔が輝いています。 

 

☆ 4 月 22 日から一輪車教室、24 日から１年スポーツが始まりました。 

2 年スポーツは昨年まで館長だった佐々木充先生（5/15）・手作りク 

ラブは新たに久保田智子先生（5/16）・ペン習字は昨年に引き続き寺 

口先生（5/16）・サッカークラブは今年もグルージャの平井先生が担当 

します(5/20)。（）内は第 1 回の費で、開校式を行います。 

 



 


