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近年にない美しさと言われた紅葉もあと少しで終わりを告げようとしています。ま
た、十勝の味覚も“豊作”らしく、収穫もいよいよ終盤…。そして、いよいよ寒さが
到来です。人間は冬眠しませんが、美味しいものをたくさん食べて免疫力を蓄え、厳
しい寒さだけでなくインフルエンザ・新型コロナウイルス(第 6 波)など…感染症に負
けないように備えたいですね。
子ども達には、寒さも含めて季節の変化を肌で感じ取って欲しいですが、段々と外
遊びが難しい季節になってきます。広い室内でのびのび、親子の交流の場として子育
て支援センターあおば分室をぜひご利用ください。

一時保育から
９月の利用状況 延べ人数

札内 151 名

まくべつ０名

9 月は緊急事態宣言期間となり、利用するお子さんは少なくなりましたが、継続して利
用する子ども達は互いに親しみが持ててきて、顔や名前を覚えて呼び合う様子やじっくり
遊ぶ様子が見られてきました。お天気が良い日は散歩に出かけてどんぐり・栃の実・胡桃・
落ち葉など袋に集めたり先生に見せたり…秋の自然に興味が広がりました。築山を勢いよ
く下ってかけっこをするなど友達を意識した遊びも増えてきています。雨天の日は、絵具
遊びもしました。大きな紙にスポンジでスタンプ遊び…絵具の色が混ざる様子に驚き興味
津々でした。乳児さんも直接手で塗って…不思議な感覚を味わえたようです。紙一杯に紫
色がつき最後に縁取りして“大きなブドウ”が完成！2 歳児以上は、イメージができたと
ころで別な日に“ブドウの制作”も経験しました。
段々寒くなってきますので、11 月は室内遊びを充実させたいと思います。
【おねがい】
・少し肌寒い日でも散歩に行く場合がありますので、上着や帽子等(動きやすい物)の準備を
お願いします。また、必ず全ての持ち物に名前を付けてください‼
・一時保育の電話予約は、８：４５～１７：３０まで受け付けていますが、10 時～12 時
の時間帯(保育中)は、出られない場合もあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

【おもちつき】のお知らせ

子育て支援センターの一大行事、恒例の「おもちつき」です。臼と杵で餅をつく日
本の伝統的な食文化を体験するだけでなく、体験を通して家族・家族同士の交流を深め
ましょう。世代を超えて楽しめる行事ですので、祖父母の方の参加もお待ちしています。
【日 時】令和３年 11 月 28 日（日）※密集を避けるため 2 部制で行います
≪第 1 部≫午前 10 時～午前 10 時 45 分（受付：午前 9 時 45 分～）
≪第 2 部≫午前 11 時 15 分～正午（受付：午前 11 時 00 分～)
【場 所】幕別町百年記念ホール 講堂
【参加費】一人 200 円（お土産用のお餅を含みます）
※当日ご持参ください。
【対 象】0 歳から就学前のお子さんを含む家族
【定 員】各部とも 15 組程度
※好きな時間帯を選んで申込み下さい。申込み状況により、時間帯の変更を
お願いする場合があります。予めご了承ください。
【持ち物】エプロン、三角巾、飲み物、敷物 ※会食は行いません
【申込み】11 月 18 日（木）までにあおば分室(56-3811)に申込みください。

新しい玩具の紹介
歩行が安定してくると探索
行動もいたずらも旺盛に…。
そんな時期の子ども達には
やはり『いたずら BOX』です！

使用頻度が高い“車の玩
具”…。今回は、『はたらく
のり物シリーズ』を購入しま
した。大人気間違いなし！

家庭で、発達や興味に合わせて次々
と玩具を購入するのはとても大変ですよ
ね。センターには、紹介した玩具の他、
玩具がたくさんあります。たくさん遊んで
興味を広げて欲しいと思っています。

どちらも“転がる玩具”ですが、左の『知育の
森カラコロ』は回転しながらゆっくり転がります。
右の『ローラーダービー』は、途中で玉が隠れ
て出てきて最後に音が鳴ります。目の動きも刺
激される感覚も違いがあります。
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○表の見方です
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のマークの日は11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
※健康相談では、身長、体重の計測ができます。バスタオルをご持参ください。
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組程度です。
あおば分室の利用について
定員12組程度までの予約制で、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。なお、緊急事態宣言等が発令された場合は、変更になります。
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。

子どもが小さいので一緒に料理をしたことがないという方も多いかと思いますが、安全
に、楽しく、簡単にできる調理をご紹介します。自分で触れたり作ってみたりすることで、
食への関心が高まり苦手なものも食べられるようになるかもしれませんよ！
【日 時】令和３年11月25日（木）
午前10時15分～午前11時30分 (受付：９時45分～)
【場 所】子育て支援センターあおば分室
【講 師】幕別町栄養士 森山 景子氏
【対 象】１歳２か月～就学前のお子さんと保護者
【定 員】15組程度
【持ち物】エプロン、三角巾、おしぼり、持ち帰り用ケース、タッパーなど空き容器２つ
【参加費】１組につき300円
【申込み】11月12日（金）までにあおば分室に申込みください。
【その他】メニューは「いろいろコロコロおにぎり」「ぽんぽこきゅうり＆ごぼう」にな
ります。会食は行いません。お持ち帰りとなります。

子育て講座【ひと工夫で、簡単・楽しい・美味しい料理を学ぼう！】
料理は苦手、時間がかかる、作るものが同じになりがち…などのお悩みがあると思いま
す。大変だと思っていた料理が、「簡単で楽しい！」に変わると嬉しいですよね♪料理の
見方を変えるきっかけになるはずです！ご参加お待ちしています。
【日 時】令和３年11月18日（木）
午前10時～午前11時30分 (受付：９時30分～９時50分)
【場 所】子育て支援センターあおば分室
【講 師】幕別町栄養士 森山 景子氏
【定 員】20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。
【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】11月12日（金）までにあおば分室に申込みください。

★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～午前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(園)遊戯室
＊その他：車でお越しの方は各保育所(園)駐車場をご利用下さい。
☆以下の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ご確認ください。

