
                                                                                                                                                                         

あおば分室       

幕別町札内青葉町185-12       

あすなろ学童保育所併設       

TEL 0155-56-3811 

幕別子育て支援センター  

 幕別町札内北栄町23-１       

札内さかえ保育所併設      

TEL 0155-26-4467         

まくべつ分室 

幕別町寿町２－５ 

幕別中央保育所内       

TEL 0155-54-2552 

 
令和2年４月24日 

 

３月の利用状況 延べ人数  札内２０５名  まくべつ２３名 
3月のどか雪の時は、雪の迷路やトンネルが出来上がり、たくさん歩いて（歩けな

い子は段ボールそり）視界の変化を楽しみ、大きい子はかくれんぼも楽しめました。 

暖かくなりザクザクの雪になると、色水を使った型抜きが大人気でした。室内では、

滑り台で人間ボーリング、マットを使ったジャンプ、室内用のジャングルジムも登場

してダイナミックに遊ぶことができましたよ。 

新型コロナウィルスの関係で3月はキャンセルが多くありました。それでも、4

月からの延べ人数は、“札内”が2,475人、“まくべつ”が283人となり、一昨年

と比べて札内は125％、幕別は250％の増加となりました。 

 日増しに日差しが暖かくなり、草木の芽も顔を見せ始めています。 

 新年度がスタートして 1 か月…新しい環境に慣れる間もなく、全国に非常事態宣言が

発令され行動の制限に耐え忍ぶ時期が続いています。 

 新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組は、長期化が予想されます。子どもも大人

もストレスを溜めない過ごし方と、感染に負けない免疫を高める生活習慣がとても重要

になってきそうです。こんな状況だからこそ、楽しみながら子育てができるようにお手

伝いができればと思っています。 

 第1回ぱぱとあそぼう【パパと(ママも)一緒にサーキット遊び】のお知らせ 

 今年度の第1回は、子どもが喜ぶ体を使った遊びを紹介します。パパにしか

できない楽しませ方を一緒に見つけましょう！日頃、ママに子育てを任せがちな

パパも気軽にご参加下さい。 

【日 時】令和2年5月31日（日）午前10時～12時（受付：９時30分～） 

【場 所】子育て支援センターあおば分室 

【対 象】就学前のお子さんとパパ ※兄弟、ママと一緒に参加も可 

【持ち物】飲み物、汗拭きタオル、上靴(素足でもOK) 

【申込み】5月27日（水）までにあおば分室に申込みください。 

※新型コロナウィルスの感染拡大防止等に伴い、中止になる場合があります。 

子育て支援センター職員 

所 長 牧田 博恵 
 幕別ファミリー･サポート･センター、

一時保育、あおば分室の支援事業全般を担

当します。 

【一時保育担当】職員 

保 育 士 久住 陽子 

保 育 士 廣田 美千子 

保 育 士 佐藤 光枝 

【まくべつ分室】職員 
 幕別中央保育所と兼務です。まくべつ

分室の一時保育に関する手続き、連絡・調

整等を行います。 

所 長 斉藤 志津子 

保育士長 川村 孝子 

【あおば分室】職員 
通常はあおば分室勤務ですが、土曜日

の一時保育も担当します。 

保 育 士 八木田 ひかり 

保 育 士 羽磨 美智子 

【代替保育士】  
一時保育の補助、職員がお休みした時

に保育を担当します。  

山下 和子  奥村 あゆみ  

宮田 緑    山本 りか 

今井 ゆかり 

 

 

 《一時保育から》 

 
職員紹介 

 

       

    

 

職員紹介パート 2 

はじめまして！さかえ保育所から異

動になりました八木田です。日々子育て

に奮闘されている保護者の方の力にな

れるように頑張ります！よろしくお願

いします。【趣味】ラーメン屋巡りと、休

日にドラマを１話～10 話まで一気に見

ることです。 

【私の趣味】 

牧田博恵～山と温泉と肉 

久住陽子～ハンギングバスケット 

(壁掛け花飾り作り) 

羽磨美智子～道の駅巡り・家庭菜園 

廣田美千子～健康マニアです…。 

佐藤光枝～編物動画の視聴 
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ばぶばぶ健康相談

ぱぱと
あそぼう

　

移動あそびの広場

(あおば)

きりん のびのび ひよこ

　★ひよこの日

　★のびのびの日

　★にこにこの日 就学前までのお子さんフリー

　★きりんの日 2歳児以上（H26年４月２日～H30年４月１日生）

　★ばぶばぶの日

１歳のお誕生日を迎えたお子さん

　★うさぎの日 １歳児（H30年４月２日生まれ～H31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　(新設）

　

　

のびのび(定員1組) のびのび(定員1組)

　

　

あおば分室の利用について
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「開放事業」と「あそびの広場」については4月20日から5月
8日まで休止します。なお、長期化も考慮し、定員１組までの予約を受け付け、「のびのび日」の利用を可
能とすることに致しました。11日からは通常通りの事業予定を考えていますが、状況によって再度の休
止・中止・変更する可能性がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは直接、あおば
分室へお問い合わせください。

親子遊び うさぎ

にこにこ 来室相談 ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

あそびの広場

(さつない)

きりん すくすく相談 ひよこ

子育て講座 うさぎ

にこにこ 職員打合せ ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

午前は ９：３０～１２：００

うさぎ

にこにこ 職員打合せ ばぶばぶ にこにこ にこにこ

あそびの広場

(まくべつ)

きりん のびのび ひよこ ばぶ・ひよ

のびのび(定員1組) のびのび(定員1組)

のびのび(定員1組)

土

　　　　のマークの日は５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

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

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。

あおば分室　５月の予定
日 月 火 水 木 金

こどもの日 振替休日憲法記念日 みどりの日

午後は １３：３０～１５：３０ のびのび(定員1組)

    のマークの日は５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

子育て講座 

【玩具の整理収納術～学んで生活も心も豊かに～】 
 おもちゃの整理整頓って難しいですよね。「片づける時間がない」「子どもに整理整

頓を身につけてほしい」などの悩みをお持ちの方は、今回で解決しましょう！整理整頓

で心の余裕も生まれるはずです。たくさんの参加をお待ちしています。 

 【日 時】 令和２年５月28日（木） 

     午前10時～11時30分（受付：９時30分～） 

【場 所】子育て支援センターあおば分室   

【講 師】整理収納アドバイザー 松井 香織 氏 

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

す。 

親子遊び【親子でたのしくリトミック！】 
 今回は、親子一緒にリズムに乗って楽しく体を動かす企画になっています。お子さ

んとのふれあいは、親子ともに良い刺激になり、ストレス軽減につながりますよ。

リトミックってなんだろう？と思う方、親子で軽く体を動かしたい方、ぜひ参加を

お待ちしています。みなさんで楽しい時間を過ごしましょう！     

【日 時】令和２年５月21日（木）２部構成になっていますのでご注意ください。 

     第１部：10時～10時45分  ０歳～満２歳未満（受付：９時30分～） 

     第２部：11時～11時45分  満２歳以上      （受付：10時45分～） 

             ※兄弟での参加の場合は、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 

【講 師】リトミック研究センター認定講師 殿内 さおり 氏  

【参加対象】0歳～就学前までのお子さんと保護者  

      ※０歳のお子さんは、見学や部分的な参加もOKです！  

【持ち物】飲み物、汗拭きタオル           

【申込み】５月18日（月）までにあおば分室に申込みください。 

 

月・水・金曜日は 

昼食をとることができます 
（12：15～13：15） 

★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  

＊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。 

   6～7台ほど駐車が出来ます。是非、ご利用ください。  

 
＊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 

○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 

１ 
２ 

３ 

４ 

 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。 


