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令和２年10月24日 

 

８月の利用状況 延べ人数  札内２０１名  まくべつ２名 

暑い日が続き、水遊びをたくさん楽しむことができました。0歳児は、回を重ねるごとに自分から興

味をもって水に触れられるようになり、肩から水をかけてもらって喜ぶ様子も見られました。水鉄砲

の使い方を覚えた子ども達は、透明のビニールや風船を狙って的当ても楽しめるようになりました。

色水(赤・青・黄・白)遊びでは、自分で混ぜて色が変わる様子を何度も繰り返し楽しみ、出来上がった

“ミックスジュース”で見立て遊びへと変化が見られました。慣れるまでに時間がかかる子もいまし

た。子ども達にとって“水”は、本当に不思議な魅力があります。想像力が育まれますね。 

急に暑くなったり寒くなったり…気温差が激しく、体調を崩していませんか？ 

空が澄んで遠くの山々がきれいに見え、体を動かすには気持ちの良い季節になりまし

た。大雪山系では紅葉も始まりこれからは“色づく秋”も楽しめそうです。また、畑は

収穫の最盛期…“食欲の秋”ですね。今年は各地のお祭りが中止となり寂しさもありま

すが、溜まった疲れを外に出てぜひ解消しましょう！そして、“読書の秋”“芸術の秋”

という言葉もありますが、あおば分室では、毎月、幅広い内容で子育てに関する講座を

実施して本の紹介もしています。また、クッキングや制作など、親子で楽しめる遊びも

提供しています。是非、遊びに来て体験してください。お待ちしています。 

８月 親子遊び 【縁日ごっこ】の紹介 
 第1 部（2歳児未満）21 組、第2部（2 歳児以上）20 組の親子が参加。ほとんどの

お子さんが甚平に身を包み、とてもかわいらしい姿を見せてくれました。 

お店は、【アンパンマンバージョン】でボーリング・玉入れ・くじ引き・魚釣り、モグラ

叩きならぬ『カビルンルン叩き』、それから2歳以上はお化け屋敷ならぬ『ホラーマンハウ

ス(カード合わせ)』の全部で6つ。年齢に分けて実施したので、1部の子ども達はママと一

緒に触れて見て動かして…ゆっくり楽しみました。2部になると難易度もアップ！自分で操

作を楽しむ様子や変化を楽しむ様子が見られました。 

もちろん景品も身近な材料を使ってアンパンマン仕様。お家に帰って、「壊れるまで遊び

ました」という報告があり、作った甲斐がありました！また、「今年は甚平を着る機会がな

かったので、お披露目できて良かった。」という嬉しい声も聞かれました。 

一時保育から 

８月 子育て講座 【玩具の整理収納術】の紹介 
11人が参加し、整理収納アドバイザーの松井香織さんから“散らかってもイライラせず

に、楽に片付く仕組みづくり”を学びました。玩具の【分け方】【まとめ方】【収納の場所と

収め方】、更にメンテナンスとして【見直し】【見直す時期】など、写真を見ながら具体的に

説明をしていただきました。特に、玩具を見直す時期(断捨離のタイミング)については、ご

自身の経験をもとにしながら子どもに伝わりやすい声掛けの話もあり、とても参考になった

のではないかと思います。たかが片付けと思う方もいるかもしれませんが、子どもにとって

は理解力や社会性の育ちにも深くかかわっていますし、大人にとっても経済効果や時間のゆ

とりが生まれます。時間のゆとりが心のゆとりにつながり、子育ての楽しさにつながったら

嬉しいですね。 

ファミリー・サポート・センター主催【子育て講習会】のお知らせ 

10月14～16日の３日間、子育てに関する講習を百年記念ホールで 

開催します。「子どもの遊び」「栄養と食生活」「小児看護の基礎知識」等、 

身近な内容が含まれています。内容や時間帯などの詳細については、 

広報紙やＨＰでお知らせしていますが、興味のある方は職員に声をかけて下さい。 

託児もあります！ 

 

  

  

磁石でペッタン！

「くっついた！」 

何が出てく

るかな～ 

 

第１回ぱぱとあそぼう 

【パパと(ママも)夏の遊びを楽しもう】 

 8 月 23 日(日)に、7 組の親子が参加し

て、ちょっとダイナミックに水を使った遊

びを楽しみました。手作り“ウォータース

ライダー”に挑戦する姿、色水を混ぜて流

して夢中で楽しむ姿が見られました！ 

 

第2回ファミリーデー 

【もちつき】の予告 

 今年度は、『新北海道スタイル』に

基づき、感染症対策を十分に行い、

人数制限をして実施する予定です。 

【開催日】１１月２３日(月・祝日) 

※詳細は、11月号で！！ 
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ばぶ・ひよ うさぎ

あおば分室　10月の予定
日 月 火 水 木 金

にこにこ にこにこ

あそびの広場

ばぶばぶ健康相
談

（まくべつ）

午前
９:30～12:00

 午後
13:30～15:30

あそびの広場 ばぶばぶ健康相談

（さつない）

にこにこ 職員打合せ 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

にこにこ 来室相談 ばぶばぶ にこにこ にこにこ

きりん すくすく相談 ひよこ ばぶ・ひよ うさぎ

移動あそびの広場

（みなみ）

きりん のびのび ひよこ 子育て講座

きりん にこにこ ひよこ

うさぎ

にこにこ 職員打合せ ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

　

　

親子遊び うさぎ
にこにこ のびのび ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

　　　　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

　★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）

　★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。

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10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（H31年４月２日～R２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】

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）

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。
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＊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。バス

タオルの共有を

避けるため、ご

家庭でご用意を

お願いいたしま

す。

子育て講座 【我が家の食事をより美味しく簡単に！～野菜の底力を学ぼう～】
今回は、“野菜”に注目し、「食べてくれない…」「どう調理したらいいのかな？」

などの悩みを一緒に解決しませんか？毎日の大変さが減って、食事や調理がきっと楽し

くなりますよよ♪ご参加お待ちしています。

【日 時】令和2年10月22日（木）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】小笠原農園 小笠原 美奈子氏（野菜ソムリエプロ）

【定 員】15名程度

【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。

【申込み】10月16日（金）までにあおば分室に申込みください。

【その他】☆図書コーナーについて☆

あおば分室の利用について
密集・密接を回避するとともに【にこにこの日】への分散利用を考え、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。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。

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

＊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

☆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 【親子でクッキング！】
“食欲の秋”ということで、今回は食育の企画です！クッキングを通して、「食べた

い！」という思いが育ち、楽しい食事時間へのきっかけとなりますように♪初めて一緒

に調理するから心配…という方も大丈夫ですよ！参加をお待ちしています。
【日 時】令和２年10月29日（木） ※１部、２部のどちらかにお申し込みください。

第１部：10時～10時45分（受付：９時30分～）

第２部：11時～11時45分（受付：10時45分～）

【場 所】子育て支援センターあおば分室

【対 象】1歳６か月以上～就学前のお子さんと保護者

【定 員】1部、2部ともに１0組程度 ※こちらで調整させていただく場合があります。

【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル、タッパーなど空き容器２つ（持ち帰り用）

【申込み】10月16日（金）までにあおば分室に申込みください。

【参加費】300円

【その他】・メニューは、「型抜きサンドイッチとおいものてるてる坊主」です！

・会食は行いません。お持ち帰りとなります。

・アレルギーのあるお子さんは、お申し込み時にご相談ください。

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。（本

の貸し出しは、11：20頃～） 詳しくは、あおば分室へ問い合わせください。

○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
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３

４


