
子供会だより 

７月号 
つつじが丘子供会 

                                     令和元年 7月 5 日 

担当 6・７丁目 

川溿・松原・籔中 

 

１学期が終わりに近づき、子供達にとってはもうすぐ楽しい夏休みですね。のびのびプール、ラジオ体操、

夏祭りなど地域のイベントに参加した子供達が、沢山の夏の思い出を作ってくれることを願っています。 

 

１．つつじが丘公園掃除 

 ☆6 月 9日（日）は、大人 5 名、子供 6 名が参加して下さいました。 

  ご協力ありがとうございました。 

＜７月の予定＞ 日 時：7月 14 日（日） 9：30〜（雨天中止） 

＜８月の予定＞ 夏祭りの翌日８月 25 日（日）午前 9：00〜 

（２5 日が夏祭りの場合は、２6日になります） 

※役員全員参加の掃除となりますので、ご協力お願い致します。 

＜９月の予定＞ 日 時：９月 8日（日） 9：30〜（雨天中止） 

 

２．開放プール（のびのびプール）実施 

   下記の通り６日間（予備１日含む）の開催となります 

 

日付 

７月 

６ ７ １３ １４ ２０ ２１ 

曜日 土 日 土 日 土 日 

午前 ○ ○ ○ ○ 〇 予備 

午後 ○ ○ ○ ○ 〇 予備 

        ☆午前：10 時～12 時  午後：2 時～4 時 

 

・学校を通じて小学生には、プールカードを配布します。  

・プールカードは、必ず保護者が記入・捺印して下さい。 

（※記入もれ・捺印もれは入水できません。） 

・1、2 年生のお子さんは、子供 1人につき保護者の付き添いが必要です。 

単独参加の入水は認めません。（保護者の方は入水しなくても結構です。） 

・未就園児の付き添いの方は水着と水泳帽を着用していただきます。安全面に 

おいて、子供と一緒に入水していただき、保護者のもとで監視をお願いします。 

・浮き輪、ボール等の遊具は使えません。  

・必ず朝食、昼食をすませて、水筒持参で参加して下さい。 

 

＜救命救急法講習会（実施報告）＞  

☆いざ人形の前に座ると緊張し、人工呼吸が思ってたより難しかったです。 

どんな状況でも冷静にできるようにしておかなければいけないと感じました。 

軽症の場合の処置や熱中症にならない方法などをお聞きすればよかったです。 

☆会社で何度も講習を受けていたのですが忘れているところもあり勉強になりました。 

プール開放の近日での講習だったので、心構えができて身が引き締まりました。 

☆もしものことがないことを祈りますが、知識があるのとないのでは対応の仕方が違うのでパニック

にならずにすむかなと思いました。 

☆思っていたより難しく今回参加してよかったです。 

 



 

３．ラジオ体操 

☆夏休みのラジオ体操に参加しましょう！☆ 

7 月 22 日（月）～7 月 26 日（金） ※雨天はお休みです。 

〔時間〕午前 7:00～ 〔場所〕各丁目指定の公園 となります。 

※アルス・4丁目は、つつじクラブの方々と一緒に行いますので 

〔時間〕午前 6:30～ 〔場所〕上穂公園 となります。 

 

    ・ラジオ体操カードは会場にてお渡しします。 

・参加賞、皆勤賞 があります！（後日配布） 

・ラジオ体操後、公園の水やりを行うので、子供が持てる程度のバケツを持たせて下さい。 

・ラジオ体操の後、盆踊りの練習もします♪ 

・早朝よりお騒がせすることと思いますが、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。 

※お友達と誘いあって一緒に行く、または保護者が付き添うなど、公園までの行き帰りに 

一人きりにならないよう、ご家庭にてご指導よろしくお願いします。 
 

４．すくすく広場 

  ＜7 月の予定＞ 

  ☆日 時：7月５日（金）・7月１９日（金）10：00〜11：30 

  ☆場 所：ふれあいセンター 1 階 

＜8 月の予定＞ 

  ☆日 時：8月 2 日（金）10：00〜11：30 

  ☆場 所：ふれあいセンター 1 階 

 

５．親子でピンポン 

  ＜7 月の予定＞ 

☆日 時：7月 21 日（日）10：00～11：30 

☆場 所：桃山台児童館 

※詳しくは、小学校より配布されるプリントをご覧ください。 

※8 月はお休みです。 

＜9 月の予定＞ 

☆日 時：9月 15 日（日）10：00～11：30 

☆場 所：桃山台児童館 

 

６．囲碁・将棋教室 

6 月の参加者⇒ 6 月８日（土）囲碁 1人・将棋 6人、6月 22 日（土）囲碁 1人・将棋 11 人 

＜7 月の予定＞ 

☆日 時： 7 月１3 日（土）10：00～11：00 

☆場 所： ふれあいセンター   

※暑いので、帽子、お茶かスポーツドリンクを持参しましょう。 

※8 月はお休みです。 

 

＜9 月の予定＞ 

☆日 時：9月１４日（土）10：00～11：00 

☆場 所：ふれあいセンター 

 

 



７．7 月・8 月のセンター行事 

＜みんなで踊ろう＞ 

☆日 時：７月１2 日（金）15：40～16:40 

☆場 所：つつじが丘小学校体育館 ☆持ち物：体育館シューズ、タオル、お茶 

  ・講師に、森さとみ先生をお迎えし、「つつじが丘ソーラン」他を教えていただきます。 

  夏祭り、運動会に備え、みんなで鳴子をならして楽しく練習しましょう！  

 ・頑張って練習したあとには、皆様に冷たいものをお出しします。 

  ※参加申込みは締め切りました。当日飛込み参加はできません。 

1、2、3 年生は開始までクラブハウスで宿題や踊りの練習などをして過ごします。 

  ・当日帰宅時間がいつもより 1時間～2 時間位遅くなります。子供たちが安全に帰宅できるよう 

近所まで出ていただくなどのご配慮お願い致します。（16 時 40分終了予定です。） 

※未就学児は必ず親子で参加してください。  

 

＜世代間交流 お茶会＞ 

暑い日が続きます。昔ながらの和の心に触れさせていただいて心を落ち着けましょう。 

  ☆日 時：7月 26 日（金）13：30～16：３0 

  ☆場 所：ふれあいセンター2階 

 

＜かかしを作ろう！＞ 

  「文化祭展示」に向けてかかしを作りましょう。 

   ☆日 時：7月 26 日（金）13：00～  

   ☆場 所：ふれあいセンター1階 

 

  

８．シニアクラブからお知らせ 

 ＜わなげ大会＞ 

つつじクラブと一緒に輪投げを楽しみましょう！！ 

たくさんの子供たちの参加をお待ちしています。 

  ☆日 時：8月６日（火） 9:00～10:00 

  ☆場 所：上穂公園（雨天の場合：ふれあいセンター） 

   ※水筒・帽子・汗拭きタオルは必ず持ってきて下さい。 

※1 年生・2 年生は保護者の付き添いが必要です。 

 

 ＜ラジオ体操＞ 

  ラジオ体操に親子で参加しませんか？ 

  どなたでも参加ＯＫです！！ 

  ☆日 時：７月２2 日（月）〜8月 31 日（金） 6：30〜 

  ☆場 所：上穂公園 （雨天中止） 

 

９．夏祭りのお知らせ 

  ☆日 時：8月 2４日（土）17:00～21:00 

  ☆場 所：つつじが丘公園 

  ※雨天中止の場合 8月 2５日（日）に延期 

 

 

１０．子供会からのお知らせ 

  ＜手芸の会について＞ 

  今年度は、“手芸の会”お休みになります。 

  楽しみにしていた子供達ごめんなさい🙇 



桃山台児童館では夏休みに多彩なイベントを企画されています。 

夏休みの平日すこし時間がある方は、どうぞ親子で児童館へ行ってください。 

館長さんも「つつじが丘の子供たちに、もっともっと利用して頂きたい」とおっしゃっていました。 

校区外と言うことで足が遠のきがちですが、親子で行っていただくのは問題ないです。 

＊詳細は掲示板の児童館だより又は児童館ホームページをご覧ください。 

 

１１．子供会からのお願い 

 ＜ふれセン利用の仕方について＞ 

  ※別紙にて利用案内を配布させていただいていますので、お子さんと確認をお願い致します。 

 

＜つつじが丘の公園利用について＞ 

 つつじが丘の各公園においてゴミが放置されていることがあります。ご家庭でゴミは必ず持ち帰るよう

注意をお願い致します。子供達だけの公園ではありません。皆が気持ちよく公園を利用できるように、

子供も大人も、マナーを守りましょう。ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

＜熱中症予防について＞ 

  子供達が外出するときは、水筒・帽子・汗拭きタオルを持たせるようにしてあげて下さい。 

  また、開放プールやセンター行事に参加する時も、水筒・帽子・汗拭きタオルをお願いします。 

 

 

 

 

 

＜子供たちへ＞ 

  明るいからといって子供達だけで遅くまで外出するのは、危険なのでやめましょう。 

  必ず、家の人に「だれと」「どこで」「なんじまで」遊ぶのかを伝えましょう！ 

  一人で帰るときは、人が通る道から帰りましょう！ 

 

 

＜保護者の方へ＞ 

  子供達が「誰と」「どこで」「何時まで」遊ぶのか確認をお願いします。 

  知らない人に声をかけられても、近づいたりしないようにお家でも話してあげて下さい。 

  「いか・の・お・す・し」を子供達と確認して下さい(^▽^)/ 

  ※【別紙】夏休みの過ごし方（防犯について）参照ください。 

 

 

 

子供会だよりはホームページにも掲載されます。是非ご覧ください。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/kodomokai/ 

日付 / / / / / / / / / / 

お名前           

ｻｲﾝ 

 

          

 

最後の方は       までお願いします。 


