
 

 

自然観察会  

３月５日(土)10:00～ 
早春の里山で春を見つけましょう。 
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15日(土) 子どもの田んぼ自然観察会 

17日(木) あしあとくらぶ オフ会（ピザがまの森） 

27日(日) 中学生・高校正・青年対象 

北総春の交流会 

（Ready To Flight Narita） 

29日(火) 春休み遠足 

低学年・幼児（市川市動植物園） 

高学年（市川自然公園アスレチック） 

これからの活動予定 
◆◆４月◆◆ 

20日(水) 大人対象クッキング 

「いちごのケーキ」 

24日(日) 進級進学お祝い会 

中旬    子どもの田んぼ「田おこし」 

◆◆５月◆◆ 

14日(土) 子どもの田んぼ「田植え」 

22日(日) 音楽鑑賞 

「印西まちなか音楽祭」 



＜活動報告＞   新型コロナウィルス感染予防の為、予定していた「バレンタインお菓子作り」は 

オンラインクッキングに変更になりました。 

オンラインクッキング  

～チョコチャンククッキー・サツマイモで塩カラメルポテト～ 
 

日  時：2022 年 2 月 12 日(土)  

14：00～15：00 

配信場所：駅前中央地域交流館調理室 

参加者：子ども 4 人 大人 6 人  

 

新型コロナウィルス感染者が印西市でも急増した為、予

定していた「バレンタインお菓子作り」を変更し、オンライン

クッキングとしました。家でも簡単に作れるお菓子“チョコチ

ャンククッキー”をみんなで作りました。 

 

先生はおなじみ理事の Y さんです。材料とレシピは参加

者に前もって渡し、当日は Zoom 配信でクッキングです。コ

ロナ禍も 3 年目ともなると、子ども達もオンラインでも慣れた

ものです。指示に従い楽し気にクッキング。ちょっと残念で

したが、画面越しに見ているだけでもおいしそうに出来まし

た。簡単なのでぜひ皆さんも作ってみてくださいね❣ 

 

 

         

チョコチャンククッキー  

＜材料＞ 8 枚分 

・卵１個  

・サラダ油 40cc  

・ホットケーキミックス 150ｇ  

・チョコレート 40～50g  

 

＜作り方＞ 

①オーブンは 170℃に予熱しておく  

②ボウルに卵とサラダ油を入れ、泡立て器でよく 

混ぜる。 

③続けてホットケーキミックスを加えゴムベラ

で 

混ぜる。 

④粉っぽさがなくなってきたらチョコレートも

適 

当に割りながら入れ混ぜ、最後は手でまとめ、 

８等分にる。 

⑤クッキングシートを敷いた天板に並べ、手のひ 

らで７cm くらいに伸ばす。 

⑥170℃に予熱したオーブンで12～13分焼く。 

塩カラメルポテト  

＜材料＞2～3 人分 

・さつまいも１本  

・バター 15g  

・砂糖 大さじ 2  

・塩 少々  

 

＜作り方＞ 

①さつまいもをよく洗い、皮ごと 3ｃｍ大に切る。 

②水に３分ひたして水気を切る  

③耐熱ボウルに入れてふんわりラップし、600w 

のレンジで４分加熱する  

④フライパンにバターを中火で熱し、さつまいも 

を炒める。 

⑤バターが絡んだら砂糖を加え、 さつまいもに

う 

っすら焼き色がつくまでさらに炒める。  

⑥仕上げに塩をふる。 



＜活動報告＞ 

ピザがまの森 オープンデー 

 豆まきをしよう！  

 

日 時：2022 年 2 月 5 日（土）14:00～15:30 

場 所：ピザがまの森 

参加者：子ども 11人 大人 11 人 

 

ピザがまの森で豆まきを楽しみました。 

まずは、鬼のお話です。スタッフの手作りペープ

サートを使っパネルシアターの面白い話に、子ども

たちの反応もよく、しっかり聞いてくれました。 

 

その後には迫満点の鬼の登場！

今、子ども達の中で“鬼”と言えば

“鬼滅の刃”。鬼殺隊と一緒に、「一

の型、鬼は外！ 二の型、福は内！」

と、豆を投げて鬼退治です。 

鬼が倒れると、中から鬼にされて

いた人が出てきました。みんな、助け

てくれてありがとう！！いつもとは違

った楽しい豆まきになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈子どもの感想〉 

・鬼がなかなか倒れなくて、 

「よもやよもや」でした。 

・鬼が迫力があって、豆まきが 

楽しかった。 

・ペープサートのお話がわかりやす 

くておもしろかった。鬼がしっかり 

していて豆まきしていて手応えが 

あった。おもしろかった。 

〈大人の感想〉 

・クオリティの高い鬼で、豆まきが盛り上がりました。 

・節分の昔話のパネルシアターや、クイズもあって 

より楽しめました。 

・悪い奴をやっつけるのではなく、自分の弱さを追い 

払うのが本来の意義だというお話は、子どもたちに 

も新しい発見だったのではないでしょうか。 

・登場した大きな鬼に、恐れる事なく楽しそうに豆ま 

きをしていた子ども達に、ちょっと現代っ子を感じ 

ました！ 



 

 

日 時：2022 年 2 月 10 日（木）10:30～11:00 

配信場所：いんざい子ども劇場事務所 

配信スタッフ：3 人 

リモート参加者：一般 1 家族（子ども 1 人 大人 1 人） 

 

今月のあしあとくらぶは、アイススケートの英語絵本の読み聞か 

せをしました。工作は小箱作りです。紙コップの上部に切り込みを 

入れるだけで出来るので簡単です。あとは自分でシールを貼った 

り、絵を描いたら出来上がり。バレンタインデーなどの小さいギフト 

にお勧めです♪ 

今回は参加者 1組だけでしたが、その分ゆっくりと子どものペー 

スに合わせて進められました。 

 

 

＜活動報告＞ 新型コロナウィルス感染予防の為、オンラインの活動に変更になりました。 

四つ葉サークル（高学年の活動） 

リモートでゲームをしよう！ 

日 時：2022 年 2 月 20 日（日） 

14：00～15：10 

ホスト配信場所：中央駅前地域交流館 会議室 4 

参加者：子ども 8 人  

 

 今回はオンラインでゲームを楽しもうという事で、4 つの

ゲームを用意しました。 

 まずはシンプルに裏向きにされたトランプが赤か黒か当

てるゲーム。次に「教室にあるものビンゴ」です。各自 9つ

のマスにお題を書いて多数派を競うゲームです。そして

「さしすせそ頭文字ゲーム」。お題は「食べ物」。ほかの子とかぶらないように少数派を競うゲーム。そして最後に人狼

ゲーム！盛りだくさんでしたね！  

 勝った子には「マシュマロ増し増し券」をプレゼント。ピザがまの森でマシュマロ焼きをする時に使えます。みんなの発

言も多くにぎやかで盛り上がりましたコロナ渦ですが、楽しい時間を皆で共有出来ました。またやりましょうね。 

 



＜エリンギだより＞   

２月エリンギサークル会 

日 時：2022 年 2 月 11 日（金） 

14:00～16:00 

    Zoom にて開催 

参加者：11 人 

 

日 時：2022 年 2 月 20 日（日） 

15：00～19：00 

場  所：サザンプラザ集会室１ 

参加者：15 人 

 

 

2021 年度 第６回春交実行委員会 

 

日 時：2022 年 2 月 13（日） 

13：00～17：00 

場 所：駅前地域交流館会議室５ 

いんざい参加者：7人 

 

 

春交に向けて、いんざい企画も詰めの作業に入ってきました！ 2 月は 2 回のサ

ークル会を開催し、ZOOM では企画の担当者決めや、担当の割り振りなどの話し合

いを進め、集合してみんなで企画に必要なものを制作しました。 

20 日のいんざい会議は、企画で使用する機材を主として、制作を行いました。制

作の雰囲気は和気あいあいとしていて、時に皆で助け合い、とても良いものでした。

皆がスムーズに作業を進めてくれたおかげで、予定時刻よりも早く終えることが出来

ました。春交の準備もいよいよ大詰め、怠慢でなくしっかり気を引き締めて、遺漏の

ないよう、確認を重ねていきましょう！  リポーターS（高校 2 年男子） 

実行委員会当日の午前中に、実行委員三役のみんなが現地の下見をしてきました。

春交当日の送迎場所の確認や、現地で使える機材、施設の利用条件など当日の動きを

想定しながらしっかりと確認し、報告を受けました。 

今回の実行委員会は、初めてリモートで参加しました。特に支障はありませんでし

たが、顔がお互いに見えなかったり、声が聞こえづらかったり、ちょっと蚊帳の外感

があって寂しかったです…。何があるか分からない世の中だけど、春交を無事に開催

できるといいな…って強く思いました！」 リポーターY（高校 2 年女子） 



 

2022年３月 

１ 火 会費納入日 

３ 木 会費納入日 

５ 土 子どもの田んぼ「自然観察会」 

６ 日 理事会 

１３ 日 

理事会 

北総春の交流会学習会 

第７回春交実行委員会 

１７ 木 あしあとくらぶオフ会（ピザがまの森） 

２７ 日 北総春の交流会（Ready To Flight Narita） 

２９ 火 
春休み遠足 

幼児・低学年(市川市動植物園) 

高学年(市川自然公園アスレチック) 

未定  エリンギサークル会 

４月 

７ 木 会費納入日 

１０ 日 理事会 

１２ 火 会費納入日 

２０ 水 いちごのスイーツづくり（大人対象） 

２４ 日 進級・進学お祝い会 

未定  子どもの田んぼ「田おこし」 

未定  四つ葉サークル会 

未定  エリンギサークル会 

 

・感染予防のため、予定の変更・中止もあります。 

・直近の会員メールでの連絡にご注意ください。 

・活動参加の際は当日の検温をお願いします。 

少しでも体調がすぐれない場合は、無理をしないでください。 

 

 

          

 

 

会員数 

3/1現在 29世帯 87人 
たくさんお友達が増えるといいね 

 

＊料理やお菓子作り 

＊冊子の表紙絵・イラスト 

＊ネイティブ英語で絵本の読み聞かせ 

＊着付けやメイク        等々 

 

今までの活動でも、多くの分野で会員の

皆さんの力を得ていましたが、まだまだ「こ

んなことができます！」という方がいらっしゃ

るのではないかと思い、皆さんの「得意」を

募集します。 

子どもたちに母の違う一面を披露するチ

ャンス？！です。今後の活動に企画化もで

きます。「私？？」と思った方は、この機会に

ぜひご検討下さい。 

 

※資格の有無は問いません。 

※所定のスタッフ費はお支払いします。 

◆事務所春休みのお知らせ◆ 
 

３月２４日(木)～ 
  ４月６日(水) 

 

2021 年度会費納入は３月末までとなります。 

来所の際は事前連絡をお願いします。


