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８月の利用状況 延べ人数  札内１９２名  まくべつ０名 

８月は暑い日が続いたので、水遊びを継続して楽しめました。特に、2歳児の子ども達は、遊びが

だんだんダイナミックになり、水鉄砲の扱いも上手になって“狙い(的)”は保育士へ・・・。お互いにビ

ショビショになりながらかけひき(距離感)を楽しめるようになりました。また、コミバスに乗って若草南

公園に遊びに行ったり、踏切まで歩いて列車を見に行ったりもしました。今までベビーカーだった子

は、ワゴン車にしっかりつかまり立ちをして乗れるようにもなっています。どんどん体力がついてき

て、行動範囲も興味もひろがりますね。夏休み中は、幼稚園の子ども達の利用もあり、真似をして遊

ぶ様子やトイレトレーニングをする様子も見られました。 

季節は“収穫・食欲の秋”“芸術・読書の秋”“スポーツの秋”を迎えています。昨

年よりも緊急事態宣言が長く続き、見えないウイルスとの戦いによって疲れやストレス

を溜めている方も多いかと思いますが、感染対策をしながらも見方ややり方を工夫する

ことで新たな楽しみが見つかるかもしれませんし、何かを始めるチャンスかもしれませ

ん。“ステイホーム”や“ソロキャンプ”など、コロナ禍で生まれた言葉もたくさんあ

ります。こんな時だからこそ“収穫の秋”にしたいものです。センターの行事も中止を

余儀なくされていますが、新しい試みにもチャレンジして多くの方が交流できる場にな

ればと思っています。 

８月 親子遊び 【縁日ごっこ】の紹介 
 第1部（2歳児未満）17組、第2部（2歳児以上）16組の親子が参加しました。 

今年の縁日のテーマは、【のりもの】。『“ブルドーザー”ボーリング』『“気球”玉入れ』『“パ

ワーショベル”キャッチャー(ゼリー釣り)』『乗り物がちゃぽん(くじ引き)』『ちびっこ消防

士(的当てゲーム)』の5つに加えて、自由に遊べるコーナー『あおばサーキット』を設けま

した。サーキットでは、回転椅子を“UFO”に、トランポリンを“ロケット”に見立てた

り、段ボールの箱そりを乗り物に見立てたりしてバランス遊びを楽しめるようにしました。

お店のゲームは“押す”“投げる”“引っ張る”“回す”など、様々な操作を経験できるよう

に設定。１部の子ども達は、お母さんが見本で見せてあげると興味を示し、見て、触れて、

一緒に…短い時間の中でも成長を見せてくれました。2部は、『あおばスピードウェイ(段ボ

ール迷路でカード合わせ)』ゲームが追加されて縁日は全部で６つになり、各ゲームの難易

度もアップ！自分で操作ができると嬉しそうな表情を見せ、景品をもらって大満足！中に

は、ゲームに夢中になり終わってからも何度も繰り返し楽しむ子もいましたよ。 

参加した子ども達の殆どが甚平や“夏ならでは”のかわいい服装で参加してくれて「お披

露目する機会があって良かった。」という嬉しい声も聞かれました。私たち職員にとっては、

その姿に癒され、日本古来の風情を感じられる素敵な時間となりました。 

一時保育から 

８月 子育て講座 【子どもが喜ぶ遊び(玩具)と遊び方】の紹介 
９人が参加しました。まず、自己紹介を兼ねて「子どもの頃好きだった遊び」を話し合い

ました。鬼ごっこ、人形遊び、ごっこ遊び…やはり“基本の遊び”が挙げられ、その中で地

域(環境)や兄弟姉妹の違い、自分の個性なども関係しているかも…と共感の声も聞かれまし

た。その後、自分自身の経験を少し振り返りながら、“遊びを通して育つもの”や“発達と

かかわりの広がりによって遊びや遊び方は変化する”ことなどを学びつつ、後半は“経験し

てほしい遊び”や“我が子の個性に合わせたかかわり”について一緒に考える時間を設けま

した。参加した方からは「遊びがこんなに奥深いものなのだなと思った。コロナもあり、上

の子の時とは違う日常で色々と考えさせられた」「何となく家にあるおもちゃを自由に遊ば

せていたが、反応も見て親子で楽しみたいと思う」「遊び方の悩み（いたずら）について共

有共感できたのが良かった。ブロック、鬼ごっこなど遊びの意味、発達について知れてよか

った」などの感想をいただきました。遊びや遊び方に答えはありませんが、どうせ遊ぶなら

より楽しく、親子で育ち合い成長につながるような時間を過ごせるといいですね。 

第 1回と第 2回の「ぱぱとあそぼう」が中止となったことをうけて、【秋のぱぱとあそ

ぼう】を開催します！ 内容は“ハロウィン”をテーマに、簡単な玩具作りやゲームなどを

楽しむ予定です。年齢が低いお子さんもパパも一緒に楽しめるように企画しています。

ぜひ、ご参加ください！ ※詳細は、あおば分室へお問い合わせください。 

 

  

  

 
お知らせ 

【気球玉入れ】 

ボールの種類も気球の高さも

色々。どれにしようかな～ 

【ちびっこ消防士】 

水の代わりに、空気砲で火を

消すよ。頑張れ～！！ 

【ブルドーザーボウリング】 

滑り台の上からブルドーザーで

岩(ボール)を転がすよ。それ～ 
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　★にこにこの日 就学前までのお子さんフリー

　★のびのびの日 就学前までのお子さんで、少人数が希望の方。
※大人数が苦手・初めての利用に不安がある等。
１日に５組程度、事前連絡が必要です。

ぱぱと
あそぼう

　★ひよこの日 １歳のお誕生日を迎えたお子さん

　★ばぶ・ひよの日 【ばぶばぶ】と【ひよこ】のお子さん　(新設）

　★うさぎの日 １歳児（H30年４月２日生まれ～H31年４月１日生）

　★きりんの日 2歳児以上（H26年４月２日～H30年４月１日生）

　

　

　

　　♥兄弟で利用の方は、都合の良い日にご参加ください

うさぎ
にこにこ 職員打合せ ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

移動あそびの広場

（あおば）
きりん のびのび ひよこ 子育て講座

にこにこ 来室相談 ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

きりん すくすく相談 ひよこ 親子遊び うさぎ

にこにこ にこにこ ばぶばぶ にこにこ にこにこ

きりん のびのび ひよこ ばぶ・ひよ うさぎ

（さつない） （午後）

にこにこ にこにこ ばぶばぶ にこにこ にこにこ

きりん のびのび ひよこ ばぶ・ひよ うさぎ
（まくべつ）

あそびの広場 ばぶばぶ健康相談

土

うさぎ

あそびの広場

あおば分室　10月の予定
日 月 火 水 木 金

にこにこ

あおば分室の利用について
密集・密接の回避、分散利用を考え、定員12組程度までの予約制とさせていただいていま

す。予約は、利用時または電話で受け付けています（当日も可）。予約状況によって人数調

整をさせていただく場合があります。ご理解、ご協力をお願い致します。緊急事態宣言が延

長または再延長になった場合は、変更になります。

のマークの日は６月生まれの誕生会を行います。

♥兄弟で利用の方は、都合の良い日にご参加ください

★ばぶばぶの日～生後12ヵ月までのお子さん、妊娠中のお母さんとお父さん

★ひよこの日～１歳のお誕生日を迎えたお子さん

★ばぶ・ひよの日～【ばぶばぶ】と【ひよこ】のお子さん【新設】

★うさぎの日～１歳児（H30年４月２日生まれ～）

★きりんの日～2歳児以上（H26年４月２日～H30年４月１日生）

★にこにこの日～就学前までのお子さんフリー

★のびのびの日～就学前までのお子さんで、少人数が希望の方。

※大人数が苦手・初めての利用に不安がある等。１日に５組程度、事前連絡が必要です。

☆ばぶばぶ健康相談～保健師による健康相談です。身長・体重の測定ができます。

のマークの日は９・10月生まれの誕生会を行います。

♥きょうだいで利用の方は、都合の良い日にご参加ください

ばぶばぶの日～生後12ヵ月までのお子さん、妊娠中のお母さんとお父さん

ひよこの日～１歳のお誕生日を迎えたお子さん（R2年４月２日～R3年４月１日生）

ばぶ・ひよの日～【ばぶばぶ】と【ひよこ】のお子さん

うさぎの日～１歳児（H31年４月２日生まれ～R2年４月１日生）

きりんの日～2歳児以上（H27年４月２日～H31年４月１日生）

にこにこの日～就学前までのお子さんフリー

のびのびの日～就学前までのお子さんで、少人数が希望の方。

※大人数が苦手・初めての利用に不安がある等。１日に５組程度、事前連絡が必要です。

☆ばぶばぶ健康相談～保健師による健康相談です。身長・体重の測定ができます。

＊ばぶばぶ健康

相談では、身長、

体重の計測時に

バスタオルを使

用しますのでご

用意ください。

子育て中の親子や家族が自由に集い遊べる場です。保育士やお母さん達、時には地域の方と気軽に話をしたり、お子さんと様々な遊

びや触れ合いを通して楽しく過ごせるところです。たくさんの方に利用していただき、交流できることを願っています。

※開放時に発生した事故については、当センターの過失に起因する場合を除き、責任を負いかねますのでご了承願います。

★あそびの広場～0歳から就学前の親子が対象です
＊時 間：午前10時～11時30分まで（青葉保育園は11時15分までになります。）

＊場 所：各保育所遊戯室

＊持ち物：親子ともに上靴(南保育園は必要ありません）

＊保育所正面玄関からお入り下さい。車でお越しの方は保育所駐車場をご利用下さい。

＊中央保育所は、正面玄関前に駐車できます。

＊５か所で行っています。是非、遊びに来てくださいね！

☆あそびの広場（幕別）：幕別中央保育所 TEL：54-2552

☆あそびの広場（札内）：札内さかえ保育所 TEL：25-9011

☆移動あそびの広場（きた）：札内北保育所 TEL：56-2049

☆移動あそびの広場（みなみ）：札内南保育園 TEL：56-3326

☆移動あそびの広場（あおば）：札内青葉保育園 TEL：56-4131 

移動遊びの広場は隔月で行っていますので、左表のカレンダーで確認をお願いします。

親子遊び【ハロウィン制作】
10月といえば…ハロウィン！ハロウィンにちなんだ制作を親子で一緒ににやってみませんか？

簡単にできて、作った後はお家でも遊べますよ(*^^*)お楽しみに！

【日 時】令和３年10月21日（木）

【第１部】午前10時00分～午前10時45分（受付：午前９時45分～）※満２歳未満

【第２部】午前11時00分～午前11時45分（受付：午前10時45分～）※満２歳以上

きょうだいでの参加の場合は、上のお子さんの時間帯にご参加ください。

【場 所】子育て支援センターあおば分室

【定 員】各20組程度

【申込み】10月18日（月）までにあおば分室に申込みください。

【その他】コロナウイルス感染拡大等で中止になる場合は、参加の方にご連絡いたします。

○表の見方です
①日付

②行事・分室以外での事業など

③午前の開放日程

④午後の開放日程

１ ２

３

子育て講座【子どもが伸びるほめ方～ほめ写を活用しよう～】
『ほめて育てましょう』とよく言いますが、忙しく子育てをしていると難しいと感じることも多

いですよね。そこで今回は、子どもの情緒の発達についての話と【ほめ写】を紹介します。親子の

愛情がより深まり、子どもの自信や肯定感につながるほめ方について考えたいと思います。

※【ほめ写】とは 子ども写真を飾り、褒めることで自己肯定感を高める取り組み

【日 時】令和３年10月28日（木）

午前10時～午前11時30分（受付：午前９時30分～午前９時50分）

【場 所】子育て支援センターあおば分室

【講 師】子育て支援センター 所長 牧田 博恵

十条写真スタジオ 塚本 逸彦 氏

【定 員】15名

【託 児】15名程度 ※月齢及びスタッフ数によって定員が変更になる場合があります。

【持ち物】飲み物（水筒にお子さんの名前をご記入ください）

【申込み】10月25日（月）までにあおば分室に申込みください。

【その他】コロナウイルス感染拡大等で中止になる場合は、参加の方にご連絡いたします。

☆図書コーナーについて☆
図書館司書が毎月、講座の内容に合わせて本を貸し出します。幕別図書館の図書カード

をお持ちの方は持参のうえご利用ください♪講座に参加されない方も利用可能です。

午前

９時30分～12時00分

午後

13時30分～15時30分
４


