第３回ぱぱとあそぼう 【お父さん応援講座＆パパと（ママも）一緒にピザづくり！】の様子
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厳しい寒さも少しずつ和らぎ、これから季節は“春”にむかっていきますね。
令和３年度もコロナ禍が続き、行事の中止や変更、利用人数の制限など不便をお
かけしながらの運営となりましたが、利用するみなさんのご理解とご協力により、
事業を実施することができたことに心から感謝申し上げます。
コロナ禍で“孤立”は社会問題の 1 つとなっていますが、子育てにおいても“孤
独”は大きな問題の 1 つに挙げられています。改めて子育て支援センターの役割を
意識するとともに、多くの子育て家庭が集い、安心して自分らしく子育てが楽しめ
るようにお手伝いができたらと思います。1 年間、ありがとうございました。

一時保育から
１月の利用状況 延べ人数

札内２７８名

まくべつ４名

大雪が降った後は、園庭にできた大きな雪山にバランスを取りながらよじ登ったり、肥料袋
のパンツを履いて尻滑りをして加速するスピード感を味わったりしています。雪の迷路では、
まだうまく歩けない子ども達は段ボールのそりに乗ってお散歩気分を味わい、歩ける子ども達
は、追いかけっこやかくれんぼを楽しんでいます。また、牛乳パックに造花や小さな人形と色
水を入れて凍らせ“氷のオブジェ”も作りました。出来上がった氷を見て嬉しそうに眺めてい
ましたよ。寒さの中で冬の遊びを存分に楽しみ、たくましさを増していく姿や雪や氷以上にキ
ラキラした子ども達の目を見るととても嬉しいですよね。
それ以外にも、凧あげ・カルタ・コマなど昔ながらの遊びも経験して楽しみました。

《令和４年度 一時保育利用登録について》
＊4 月 1 日以降利用するためには、現在登録されている方も、登録が必要です。
＊３月７日（月）より受付けを開始します。申請書は、幕別子育て支援センターの他、あお
ば分室・まくべつ分室・札内支所にあります。※HP よりダウンロードもできます。
＊保育の都合上、午後 1 時以降に幕別子育て支援センター・まくべつ分室いずれか希望
する所に提出してください。初めて登録する方は事前に電話連絡の上、お子さんと一
緒に来てください。

５組の親子が参加。前半は、パパのみ応援講座を受講し、めむろパパスイッチ代表の嶋野
丈二さんから子育ての奮闘も交えたお話を聞きました。
「父親としての権利、転職なども含め
た話が参考になった」
「子どもとの遊びに真剣に取り組んでいるか考えさせられた」
「育児と
仕事のバランスについて考える機会となった。育児は“子どもに対して”という考え方だっ
たが、妻のサポートも育児になる考え方は新たな発見となった」など、色々な視点から感想
を頂きました。次の機会では、多くのパパに聞いてもらえたらと思います。
後半のピザづくりは、(株)ますやパン様の協力を頂いて、直径 15 センチ位のピザを 2 枚
作りました。パン生地作りは材料が入った袋を振ってこねるだけで簡単にでき、トッピング
はたくさんの材料を山盛りに⁉し、最後は窯で 3 分焼くだけ！あっという間にピザができま
した。子ども達よりも、パパ・ママが楽しんでいる姿が印象的でした。
“男のロマンです”と
出来栄えに満足そうなパパもいましたよ！
１月親子遊び【節分制作】の様子
第 1 部(2 歳未満)に 15 組、第 2 部(2 歳以上)に 9 組が参加しました。第１部は「鬼＆アンパ
ンマンコロコロマラカス」を作りました。鬼の顔に目、口、ほっぺ、マラカスの周りに飾りのシ
ールを貼ったら、あっという間に完成。大豆が入ったものと鈴が入ったもの 2 つを作り、音の違
いも楽しみましたよ！さらに、遠くまで転がして遊ぶ子もいました♪振ってもよし！転がしても
よし！の遊びでした。第２部は、
「鬼のお面」を作りました。まず、髪の毛の部分にスポンジと絵
具で色付けに挑戦！塗る面積が狭くて塗り
足りないので台紙にも塗って楽しみました。
その後、目・鼻・口のシールを貼り、乾かし
た髪の毛と角を貼って完成♪最後に鬼を倒す
ゲームも行いました。遊びの中で、伝統行事
に親しみを持ってもらえたら嬉しいです！

1 月子育て講座【入所・入園目前！準備は大丈夫⁉】の様子
20 名が参加しました。今回は 3 つのテーマがあり、一つ目は事前に疑問や不安に思ってい
ることについてお母さん方から集めた質問に答える形で【保育所と幼稚園の違い】を学びました。
2 つ目は【子ども達の育ちの道筋】…年齢ごとにどのように成長していくのかエピソードも交え
た話で、自分のお子さんをイメージした方も多かったようです。3 つ目は【必要な物・事・心の
準備】…心の準備では、不安やストレスを軽減するポイントについて聞きました。そして最後に
「子どもも親も初めての体験なのだから、不安やストレスがあって当たり前！子どもだけが、親
だけが、先生だけが頑張るのではなく、お互いが共通の願いをもって育てたい」という先生方か
らのメッセージがありました。参加者からは「必要な物や心構えを知ることができて良かった」
「涙が出そうになった。先生や友達とのかかわりを通して成長する姿が楽しみ」
「悩んでいた答えが見つかった気がする」など、たくさんの感想がありました。
講座終了後は、講師の先生方と自由に懇談もでき、入所・入園に向けて安心に
つながったのではないかと思います。
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【内 容】帯広大谷短期大学 人形劇サークルありんこによる公演他
【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20組程度
【申込み】３月４日（金）までにあおば分室に申込みください。
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時】令和４年３月10日（木）
第１部 午前９時30分～10時30分(受付：９時15分～)※１歳６か月未満
第２部 午前11時00分～正午(受付：10時45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

にこにこ

（午後）
のびのび
にこにこ

【日

うさぎ

ばぶばぶ健康相談

きりん
にこにこ

今年度最後の親子遊びは、楽しいお話や歌遊び、ゲームで楽しく過ごしましょう！そして、一緒に遊んだこと、経
験したこと、我が子の成長を振り返るとともに、子育てをする仲間との交流も楽しんでいただけたらと思います。
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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３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。

我が子のかわいい姿はすぐにスマホで撮影できて便利ですよね。でも、データで保存したままということは多くあ
りませんか？一方、“写真を飾る”ことは、いつも目にすることができ、“あなた(子)や思い出”を大切にしているとい
うメッセージを伝えることができます。アルバム作りなんて忙しくて…という方もいるかもしれませんが、簡単にかわ
いくできるコツを掴み、親子で成長を喜びましょう！

【日

時】令和４年３月17日（木）
第１部 午前９時30分～10時30分 (受付：９時15分～）
第２部 午前11時～正午 （受付：10時45分～）
【場 所】子育て支援センターあおば分室
【講 師】アルバム大使 江田 菜摘 氏
【定 員】各部10名程度
【託 児】各部10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。
【参加費】アルバム代100円
【持ち物】写真６枚（縦横ともに15cmに収まるもの、大きい写真は当日切って使用しても構いません）
レイアウトに必要な物(マスキングテープ・シール、油性ペンなど)はセンターで用意します。個人で
使いたいものがあればご持参ください。
飲み物（水筒にお子さんの名前をご記入ください）

【申込み】３月11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。

