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駅前通り巡行

子どもみこしで楽しかったこと
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本当に買ってきてくれていた

「かぐらのれんしゅう」
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八月六日（土）
「夏休み親子工作教室」

太といっしょに太ようこうのライ てないところに、じぶんのすきな したい時は、オフにすればライト 八月七日（日）
トを作りました。作り方のせつめ 絵を書いて、ソーラーライトをつ は消えます。
少年野球「篠ノ井大会」
６年
唐木 智矢
いしょを見ながら、はさみで切っ けるところがむずかしかったけど、
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いて関心を持ってもらいたいという ざいりょうになる、ペットボトル ころがむずかしかったです。上手
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思いを込めて、ペットボトルエコラ を切ってくれました。出来てきた にできてうれしかったです。
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ットボトルのこうさくは色をぬる た。

なくてこまってしまいました。ペ できずに大差で負けてしまいまし

とけいのはりが、うまくはいら トを打たれてしまい最後まで逆転

で相談したり、保護者の方が手伝う イトを使うのが楽しみです。

ペットボトル工作教室に参加して
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ぼくは、ペットボトルエコライト
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四年 安藤 涼太朗

陽光でじゅう電するペットボトル

をつくりました。５００ の
㎖ペッ
トボトルの頭を切って、あつがみ 所においといてスイッチをオンに

コライト」と「ぞうさんの時計」 昼間は日なたの太陽の光があたる

公みんかんで、「ペットボトルエ エコライトなのでべんりでした。

「おやこ工さく教しつ」
２年 時信 ここな

来ました。

「親子工作教室にさんかした事」

三年 滝沢 くるみ

朝、十時から公みん館で親子工作 から形をとりはずして、ボンドで しておきます。夜になったら自動
教室に、さんかしました。父となる つけてペットボトルのなにも書い 的に光るようになっています。消
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八月十四日（日）
・十五日（月）

「盆踊り」
金魚すくい

かき氷

ぼんおどり

九月十一日（日）

「敬老会で神楽の披露」

夏休みの練習の成果を、おじい

さん・おばあさんに披露しました。
子どもさん ７名

十月十六日（日）のはーとふる

コンサートⅡへの出席お願いいた

します。

