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今年の夏は本当に暑かったです！日頃元気な

子ども達も、

入ろう」と言ってしまうほど。そんな中、クーラ

ーに頼りっきりの私の体は、春の体重を現状維

持・・。
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シルバーウィ－ク初日の

た親子バスハイクの日です。目指すは博多リバレイ

ン『アンパンマンミュージアム』！！

年少の子ども達はアンパンマンに心ウキウキ、お

姉さんグループは都会のデパートでの買い物や食事

にドキドキ・・・たくさんのウキウキとドキドキを

乗せて、バスは出発しました。

しかし、シルバーウィークまっただ中で予想以上

の大渋滞になかなかバスは進まず・・・一時間以上

遅れての到着となりました。

タリアンランチとリバレインを散策し

フが作るピザの味に感動し

せられたり

そして、アンパンマンミュージアムチーム。

を見てもアンパンマンの世界♪♪

数々、たくさんのキャラクターの登場に大人も子ど

もも大興奮！！美味しいお弁当を食べて、ショーを

観て、楽しい時間を過ごしました。

ご参加いただいた

ありがとうございました。
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にドキドキ・・・たくさんのウキウキとドキドキを

乗せて、バスは出発しました。

しかし、シルバーウィークまっただ中で予想以上

の大渋滞になかなかバスは進まず・・・一時間以上

遅れての到着となりました。
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写真の掲載はご本人、もしくは

保護者の了解を得ています。
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目的地はマリンワールドと海の中道海浜公園。

早速荷物を積み込み、出発～。

スの中では皆さんの自己紹介や絵を使った

ゲームなどを

目的地到着後は、午前と午後でマリンワールドと

海浜公園を楽しみました。

マリンワールドでは

アシカのショーやイル

カのショー・様々な魚

たちを観賞しました。また、海浜公園では、ゴーカ

ートや観覧車、すべり台などの遊具で遊び、ソフト

クリームやかき氷を食べました。

帰りのバスの中では、天気もよく遊び疲れたこと

もあり、ぐっすり寝ている子もいました。

しかし、一番疲れたのは、お忙しい中ご参加いた

だいた、お父様お母様だった
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「小池まつり

まりました。 

今年は、ヘンプ糸を使用したミサンガにフェルト

で作った小物、昨年も好評だったアイロンビーズの

作品も続々完成しています！

皆さんのお越しをお待ちしています♪

  アイロンビーズの作品です！

ヘンプ（麻）糸で作ったミサンガです。

カラフルでかわいいですよっ♪
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熱唱中です♪                   
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声をたくさん聞き、子どもたちの元気とパワーを感

ハードな暑さでしたが、

かげで、楽しく安全に過ごすこ

できました。ありがとうございました。（河野） 
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、恒例！！「小池花火大会」

歓声や拍手が起こっていました。昨年「（音が）怖いよ～」と泣いてい

、始まってみると皆と一緒に空を見上げながら夢中で手を叩
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まさに水を得た魚でした。後半台風の影響で中止になることが多かったため、空に向かってブーイングして

わかるわかる。でもまた来年もあるからね
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くなっていきました。

余ったおにぎりは「焼

にするなど、日頃とは違ったアウト

ドアな昼食に、皆さん

ようです。
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雲一つない青空が広がる中、屋内でのゲームからスタートし、お楽しみの

で遊んだ後は、お待ちかねのバーベキューと、そうめん流しを堪能しました。

、終わった後は、「楽しかった～」「おいしかった～」

声をたくさん聞き、子どもたちの元気とパワーを感

ハードな暑さでしたが、参加して下さった

で、楽しく安全に過ごすこ
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また来年もあるからね

８月２８日バーベキュー大会を行いました。男の子はバーベキューの火

ばやウィンナー、ハッシュドポテト
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にするなど、日頃とは違ったアウト
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