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352 Kan いろんなテレビ番組を録画して見る。

3916 ともかなママ 自転車でアピタなど遠出をしてみた。

4408 となりのプー ppテープを使って、カゴ作りをした。
庭に落とし穴を深く掘って、みんなで遊んだ!

4423 きるみ 私はスマホアプリで英語の勉強を始めました。

4633 モモクロ 畑作り（柵を作り耕して苗を植えた）

4637 丘里リル ベランダでレタスとトマトを栽培している。

4718 オユミ 小さな庭にとまと、きゅうり、ピーマンの苗を植えました。

5472 いちご

早寝！
先月からパパはテレワーク。今までは残業ばかりで夕飯は別時間。それが、通勤時
間もらないので夕食を一緒に摂れるように！
1日3食、同じ時間に揃って摂れるので家族時間が増えました。夕食後のだらだらお
菓子Timeもなくなり、みんなで21時には就寝です。

5638 真夜中のキリン 目のトレーニング

5770 ゆきち アイロンビーズ

5783 なし ナンプレパズルの回答能力が向上した

5829 ぱー子 庭でバーベキューをしました。

5839 くみ 資格取得のために勉強を始めました

5920 しま マスク作りにチャレンジしました。ミシンが苦手で避けていたんですが、練習してい
るうちに楽しくなってきて、家族はもちろん友達のぶんまでたくさん作りました♪

6385 ヒロ プラモデルを作りはじめました。

6657 のんの 模型作り

6688 ちゃまやん デザインナイフを使った「切り絵」を始めました。集中して切っていると、あっという間
に時間が過ぎてしまいます。家事がなければ一日中やっていられるのにな

6695 ともぞー DIYしようとしたが、
工具などどこも売り切れだった。材料も少なかった。

6758 しゅなママ ビーズで娘にティアラを作りました。
今は巷で話題の折り紙万華鏡を作ってます。

6776 ものみんた 散歩以外の新しいことをせずに引きこもりの様な生活をしてる。

6827 もりのくま お散歩の行き先にコメダを設定して、モーニングを食べて帰って、気分転換するよう
にしてます。

7727 まめぴよ マスク作り！これが楽しくってやめられません♪

7810 ムコリ 電動アシスト自転車でサイクリングしてます。豊田市は坂が多いので普通の自転車
では辛かった道でも楽に行ける開放感が気持ちいいです。

7875 ミエ カードゲームを色々買ってやってみた。タギロン、なんじゃもんじゃ、キャット&チョコ
レートが面白かった！

8134 さくら散歩 庭いじり

8225 あきちゃん Ｆａｃｅｂｏｏｋの更新が増えました。

8283 招き猫 家庭菜園

8462 さくらンぼ マスク作りでミシンを使ったので、そのついでにヘアターバンを作ったり、安眠用に
アイマスクを作ったりした。

8676 みふぃ お花の定期便

8770 くらすます 手話

9112 青葉 家庭菜園

9127 papalote 例年通りきゅうり、トマトの苗を購入して庭の畑に植えた。

9178 まめ 寝れるだけ寝てみたら、かえってつらかった

9357 ニシやん 嫁がイタリアントマトにはまっており、今年もトマトの畝を二畝つくらされ、トマト栽培
に奮闘中です。

9364 ゆづまむ 子どもとのひとことノート

9416 こはこは
久しぶりにミシン使ってマスク作りました。
でも糸やゴム売り切ればかりだし探すのやっとでした。布は長女の要らなくなったブ
ラウスや銀魂の日本タオルなどで(笑)あるものでしました♪

9489 さえちゃん
災害対策ができた
犬のトリミングに挑戦した
娘に髪を切ってもらった

9496 ジョイ ベランダのブランターで菜園

9621 らぴす javaの勉強を始めました

9649 ぷちだい 要らない布や洋服でマスク作り

9722 まっしゅ
私→野菜作り
主人→スケボー
子供→一輪車

9839 くちなし 家族分のマスクの手作り。

9877 ワタマキ マスク作り
今後はマスクのおしゃれ化が進むと思う

9937 ぐっし 懐かしいWiiを実家から借りて家族で遊んでます。
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9964 seri 韓国ドラマ鑑賞から韓国語

9991 かんた YouTubeのまりなﾀﾞﾝｽ。
運動不足解消のため。

10003 とまとも オンライン飲み会

10063 けんたん 読書。なかなか読めなかったので。

10176 桃ニャンコ 豆苗、水菜の水耕栽培

10224 わんわん 温泉探し

10265 あや 花を植えました

10478 Milky
パソコン。
電源の位置もわからなかった私が子供の学校のホームページを開きそれぞれのや
ることを調べたりコピーしたりできるようになった。

10614 ユン ストレッチ
子どもの服作り

10682 you-me 自治区の防犯灯チェック

10690 たまら 夏野菜の苗を購入した。外出自粛が緩和されてもスーパーでの入場制限はされる
と思うので

10738 ローズ 家族とドールハウス 作りにチャレンジ。

10761 TH 旦那様は以前から庭での家庭菜園は始めてましたがたっぷりの時間のおかげでよ
り本格化したようです

10814 みかん 豆苗育て

10828 うるとらっぴー 家庭菜園

10887 ブル君 スケボー

10903 ひなパパ 庭の畑を準備し、夏野菜の苗を買って植えた

10980 ss 布マスク作り

10997 しろくま 社会人1年目の娘は裁縫が苦手。この機会に少しはできるようになろうと、楽しみな
がら作れる小物キットを購入し、意外にもハマっていました。

11037 猫のたいしょー ・羊毛フェルトで作るマスコット作り
・刺し子

11096 すみりん ジグゾーパズル

11147 だいきち 畑で野菜をつくる！
家族でなわとび大会！

11161 こばちゅう どうぶつのもり

11168 りん めだかをかいはじめた。

11182 くりん サボっていた家庭菜園。
今年はきゅうりとモロヘイヤと落花生に挑戦します！

11213 ヘキサ マスク作り

11288 いちご ダンボールでおもちゃ作り

11427 なんやねん 日焼け

11445 omo プランターでミニ人参を育て始めた。
バドミントンを買って遊んだ。

11512 まるっち お菓子作り
プランターで野菜作りを始めたので水やりを子どもと一緒に

11539 はなはな 英語の勉強

11564 みー プラバン

11571 コロぽん マスク作り(自分のつけるものだけ)

11625 みゆ お菓子作り

11678 まろやか 買い物リストを書いて行く

11689 にーさん、3 種から、トマトを育てています。

11734 ぷりん ガーデニング。綺麗なお花をたくさん植えて楽しんでます

11745 火星人 家庭菜園で野菜作りを始めた

11758 なる 久しぶりにミシンを出してきて小物作り
花苗を買ってきて寄せ植え作り

11765 めー 花を種から育てて開花させた。

11769 うふふぴょん プランターにバジルを植えました

11782 あーちゃん ガーデニングはじめました。

11887 やんこ 夏に向けて、日よけスクリーンを設置したこと。

11934 ゆっこ プランターで野菜作り
トマト、キュウリ、にんじん、バジル、大葉、ピーマン

11961 とし ダイエット
食事制限、運動習慣

11964 はななす マスク作り→発展してマスクカバーの試作中

11979 すだっち 食費の軽減
出来るだけ、ある物で！

12096 小豆 プランターでミニトマトの栽培に挑戦しました。
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12198 モカ トマト苗を植えた

12277 みしん ガーデニング(ブロッコリー、みつば、大葉)

12279 ゆう 子供と育てるために野菜の苗を購入した。

12343 きっころピンク 筆文字

12410 えみり とまと、なす、みつばを栽培

12435 さおりん 花壇の手入れ

12454 のん 中学生の娘が携帯で作りたいのを調べたりしてお菓子手作り。わらび餅やキャラメ
ルなど…。弟と妹が大喜び。

12509 こすもす オンラインで遠くに住む息子と会えるようにPCと奮闘する予定。GWにできなかった
のが悔しい。

12537 みのりん 使っていなかった、軽トレーラーの車検を取る為に整備している。

12558 そーそー ひまわりのタネを植えました。毎日水やりをしてますが、早く芽が出ないか楽しみで
す。

12559 ミックスジュース ホームベーカリーで手作りパンを作った。

12571 ともちゃん 手作りのデザートを作るようになった。プリンやクッキーなど

12582 うさママ これまでは忙しくてなかなか手がまわりませんでしたが、庭に植えてある草花や庭
木について本で調べて、月ごとに行う手入れをするようになりました。

12584 ななこ 胡瓜の苗を購入したので楽しみです。

12585 まりか

室内テント買いました。
三姉妹でのケンカが減り、それぞれ役割分担をして、キャンプごっこをしています。
おやつ、ご飯もテントの中では一味違う！
三姉妹で遊ぶ時間が長くなったことで、2才の三女の言葉の発達が急成長。4月の
時点で普通の会話ができるようになりました。
ありがとう、ごめんねも覚え、お互いに思いやる気持ちも芽生えたようで嬉しいで
す！

12633 たかちゃん マスクが売って無い為、手作りで立体マスク30枚作製した

12635 とく 私もこどもに教えられるようにと、将棋の勉強をはじめた。

12648 ジダン 家庭菜園を始めた。トマトと胡瓜を植えました。

12887 ユー 自宅のウッドデッキを作っています

12902 ゆなみ 野菜作り

12907 みえちゃん マスクの手作り、マスクカバーの手作り

13016 ケイン 部屋のインテリア

13054 みゆ 家族で1000ピースのパズルをした

13074 えり マスク作り

13081 ３人野郎ママ マスク不足でマスクを作ってみた事をきっかけに、今までなかなかやらなかった裁
縫を始めてみました。枕カバーを作ったり楽しく挑戦しています。

13209 sweetchan
主人が、Wiiでカラオケをセットアップしてくれました。
趣味の教室をSkypeでやって貰ってます。
今友人達とランチやティータイムができないので、唯一の楽しみです。

13210 シーズー犬 敷地から出なくなり、庭先で花の種まきや野菜苗を育てています。
衣類と食器の断捨離や、テラスのペンキ塗りも計画中です。

13214 ランプの魔人 家庭菜園　大葉、二十日大根、枝豆、ベビーリーフ

13221 ゆっこ マスク作り

13312 さや

ガーデニング、断捨離
家族団欒(いつも帰りが遅くて平日はすれ違いでほとんど会話もなかったが、在宅
勤務になり、雑談や相談が気軽に出来るようになり、家庭内環境も良くなった気が
する)

13352 ハム 野菜作り、花を育てる

13397 ひつじ どうぶつの森で島作り

13456 ミッキー トマト菜園

13464 たんたん 部屋の模様替え！DIY

13591 びわ 家庭菜園を始めました。

13593 あゆみ
刺繍
仕事の勉強
断捨離

13651 はなまる お花を庭に植えた

13665 Dayton 工作
縫物

13700 たまさん きゅうりとトマトの苗を植えたので育てようと思っています。

13711 ミゲン
これからだけど、トマトを育てようと準備をしている！
今まで化粧水もつけれないほどバタバタしていたが人生初のスキンケアを頑張って
いる！

13730 ゆう YouTubeで英会話の勉強

13735 みぽりん カーペットを新しくしたりシーツを夏用に替えたりして気持ち良く過ごせるようにして
いる



その他編

4

◆会員番号 ◆ペンネーム（敬称略） ◆その他編

13743 だいしゅけ 資格取得の勉強を始めた

13856 えみばば 孫達のために地図記号カルタや九九カルタを手作りしました。楽しみにながら、み
んな覚えた。

13882 QQちゃん フリマアプリデビューし、リユ−ス品等を出品しています♪
家にあった余り布で手作りマスクにリメイクしてみました！

13904 元メリーさん

とにかく不要の外出避ける。ただし、自宅敷地内の畑には毎日行き、今年初めて種
まきからの野菜作りをし、サニーレタス、グリーンリーフレタス、ラディッシュを収穫出
来ました。ちなみに種は失敗を見込んで100均にて2袋100円のもの。充分な出来で
うれしかった

13910 マダム iPad

13914 こゆちゃん 手作りマスク

13920 batako
集合住宅なので土を運ぶのは大変だからと考えて、水耕栽培にチャレンジ。まずは
かいわれ大根から。成功したので、次はミックスレタスに挑戦中。二葉ができてくる
と成長が毎日楽しみ。

13926 キーちゃん 懸賞にいろいろ応募。

14000 グランパス 夕方の料理作り。

14017 ku-ko 手作りマスクを作ってみた。友人にあげたら好評だった。

14031 はるひびきら 懸賞の応募


