第３回ファミリーデー 【からだをつかって遊ぼう！】のお知らせ
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雪が少なくて冬らしからぬ景色に寂しさもありましたが、まとめて 50 センチ以
上も積もると、小さい子はあまりの歩きにくさに雪遊びも楽しめず、大人は除雪に
ひと苦労…さすがに困りましたね。それでも、親子で“体力作り”
“遊び”を楽し
む時間に…と切り換えて過ごせるといいですよね(笑)。子育てに悩みは尽きません
が、見方や考え方を少し変えることで、それがエネルギーになったりします。短い
冬を満喫できるようにと、今月は、親子遊びで「雪遊び」を企画していますので、
是非遊びに来てください。
ただ、新型コロナウイルスの第 6 波が広がり始め、心配は尽きません。親子が安
心して過ごせる場を提供できるよう対策を怠らず、準備をしたいと思います。

一時保育から
１２月の利用状況 延べ人数

札内３１３名

今回は感覚遊び・バルシューレ(ボールを使った運動遊び)を行います。
【日 時】令和４年 2 月 27 日（日）午前９時 30 分～正午
第 1 部【満 2 歳未満】午前 9 時 30 分～10 時 30 分（受付：9 時 15 分～）
第 2 部【満 2 歳以上】午前 10 時 45 分～正午（受付：１０時 30 分～）
【場 所】札内さかえ保育所（幕別子育て支援センター）
【対 象】0 歳から就学前のお子さんを含む家族 ※祖父母の方の参加も大歓迎です。
【定 員】各 20 家族程度
【持ち物】大判バスタオル、汗拭きタオル、飲み物
【申込み】2 月 18 日（金）までにあおば分室へ申込みください。
※詳しくは、あおば分室にお問い合わせください。

12 月親子遊び【☆クリスマス会☆】の紹介
第１部（２歳未満）20 組、第２部（２歳以上）20 組が参加しました。
「ベビーダンス＆
リトミックスクールばんび」代表の後藤奈津美先生をお招きし、ピアノの音に合わせて歩い
たり走ったり、ジャンプなどをお母さんと触れ合いながら楽しみました。音の違いに気付き、
動き方がわかる子もいましたよ♪その他にも、
「あわてんぼうのサンタクロース」などクリ
スマスにちなんだ曲に合わせて鈴やマラカス、タンバリンなどの楽器を自由に鳴らして楽し
みました。そして、リトミックが終わる頃に「リンリンリン」と鈴の音が…。なんと“本物”
のサンタさんが登場！お母さん方もリアルさに驚きの様子でした。サンタさんを見て緊張し
てしまった子もたくさんいましたが、プレゼントをもらうととても嬉しそうにしていました
よ♪サンタにお願いをして、
“写真撮影”のプレゼントももらいました。年に１度のクリス
マス。大人も子どもも「楽しい」
「幸せ」な１日になっていたら嬉しく思います。

まくべつ２名

12 月は積雪がなかったものの霜柱や氷の上にのって寒さや季節の変化を感じながら戸外
遊びを楽しんだり、粘土・お絵描き・ブロック・ままごとなどコーナーを作ってじっくり遊
びを楽しんだりしました。また、大きな紙にクリスマスツリーの色を絵具で塗り、小さい子
もシールで飾り付けをしたり、マスキングテープや毛糸などで素敵なクリスマスツリーを個
別で作ったりしました。その他にも、年末年始に期待が持てるような絵本やお話しも楽しめ
ました。月齢が高い子ども達(2 歳半ぐらいから)は「おおかみさん」の歌に合わせてルール
を少しずつ理解しながら逃げて遊べるようになりましたよ。
これからは、雪がたっぷり降ったので “冬の遊び”を満喫したいですね。短い時間でも楽
しみたいと思っていますので、身支度の準備をお願い致します。

あおば分室の八木田ひかり保育士が結婚し、菅原ひかり
となりました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

12 月子育て講座【知って得する図書館活用術】の紹介
８名の方が参加しました。今回は、便利な選書の方法だけでなく、親子で楽しめる
図書館のイベントや“本と学力の話”も聞くことが出来ました。後半は、参加したお
母さん達への読み聞かせの時間もあり、
“感動”した方も多かったようです。子育てに
とって欠かせない“絵本”ですが、子どもだけではなく大人の心も育み、親子のコミ
ュニケーションツールになることが絵本の魅力なのですね。
図書館の司書は“本のソムリエ”
。どんどん質問して相談をして、何より絵本が身近
にある環境を作ってもらえたらと願っています。

あおば分室
日

月

火

1

２月の予定
水

2

親子遊び【雪遊び！】

木

3

金

4

土

5

あそびの広場

（まくべつ）
6

7
きりん
にこにこ

13

14

きりん
にこにこ

20

21

のびのび

ひよこ

にこにこ

ばぶばぶ

あそびの広場

ばぶばぶ健康相談

（さつない）

（午後）

すくすく相談
のびのび

ひよこ
ばぶばぶ

8

9

15

10

16

移動あそびの広場

歯磨き指導

（きた）

（午前）

職員打合せ

ひよこ
ばぶばぶ

のびのび

22

23

移動あそびの広場

ばぶ・ひよ
にこにこ

【日

うさぎ
にこにこ

11

12

ばぶ・ひよ
にこにこ

17

18

19

親子遊び

うさぎ

保育準備

にこにこ

24

25

27

28

サークル体験会
表の見方
①行事、分室以外
の事業等

ファミリーデー
からだを
使って
あそぼう

来室相談

きりん
にこにこ

②午前の開放日程
③午後の開放日程

【場 所】子育て支援センターあおば分室
【対 象】０歳～就学前のお子さんと保護者
【定 員】各部15組程度
【申込み】2月15日（火）までにあおば分室に申込みください。
【持ち物】必要な方は着替え、飲み物
【その他】天候や雪の状態によって、内容が変更になる場合があります。

26

天皇誕生日

子育て講座
保育準備

時】令和４年２月17日（木）
第１部 午前９時45分～10時30分(受付：９時30分～)※１歳６か月未満
第２部 午前10時45分～11時45分(受付：10時30分～)※１歳６か月以上
※きょうだいで参加の方は、上のお子さんの時間帯で申し込みください。
※申し込み状況により、時間帯の変更をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
※きょうだいの託児も行います。職員まで事前にお声掛けください。
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冬も本格的な寒さに突入し、「寒いから外に出たくない…」「子どもが小さいと雪遊びは無理…」なん
て思っている方はいませんか？雪や氷の性質を活かした遊びや低年齢でも楽しめる環境を紹介したいと
思います。冬にしか味わえない遊びを一緒に楽しみませんか？

うさぎ
にこにこ

開放時間
午前
９時30分～12時00分
午後
13時30分～15時30分

のマークの日は２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。

子育て講座【生活習慣は大丈夫⁈～頭・心・身体の成長のために～】
生活習慣はお子さんの成長(脳や身体・心)と密接な関係があります。でも、生活習慣を整えることは大切
だとわかっていてもなかなかうまくいかない…睡眠、食事、トイレトレーニング…悩みは尽きませんよね。子
育ての悩みを共有し合いながら、ちょっとしたコツを一緒に考えましょう！

【日

時】令和４年２月24日（木）
午前10時～11時30分 (受付：９時30分～９時55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
【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】２月18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。

