
                                                                                                                                                                        

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５年４月2２日 

 暖かな陽気で桜のつぼみが一気に膨らんでいます。例年よりも少し早い開花

となり、今から満開の桜を見るのが待ち遠しいですね。 

 さて、新しい一年がスタートして１カ月を迎えます。 

新しい環境、新しい出会い、新しい体験など様々ですが、子育て支援センタ

ーでも、新・事業が始まっています。１歳前のお子さんを対象とした“ベビー

マッサージ”や地域のお年寄りや祖父母との交流を楽しむ“ほのぼの広場”が

始まりました。詳細は、通信や多くの人が集まるコミプラなどにポスターを掲

示しておりますので、是非ご覧ください。たくさんの方々のご参加をお待ちし

ております。 
今年度新たに仲間入りをした職員を紹介します。  

①家族構成 ②マイブーム 

渡部 真矢子：①３人家族 ②ミンティアを食べることです！ 

野澤 繭生：①４人家族 ②チェキで写真を撮ることです！ 

久住 陽子：①２人家族 ②朝のラジオ体操です！ 

吉岡 智子：①２人家族 ②ゆったりとフレーバーティーを 

楽しむことです！ 

職員紹介 

３月の利用状況 延べ人数  札内 222 名  まくべつ 10 名 
 

Ｒ４ 利用状況 延べ人数  札内 1883 名  まくべつ６４名 

一時保育から 

～4月の様子～ 

 少し暖かくなり、過ごしやすい季節になりましたね。０歳の赤ちゃんから幼

稚園に通うお兄さんお姉さんまで、体の大きさも遊び方も全く異なるお友達同

士でしたが、賑やかに楽しく過ごせた４月でした。乳児さんは、ベビーカーに

乗り、揺られながら心地よくうたた寝散歩をしたり、幼児さんは、友達や保育

士と手を繋いで歩いたり、公園の様々な遊具でも元気いっぱい遊びました。 

【あおば分室担当】 

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 金田 美由紀 

保 育 士 吉岡 智子（新） 

【まくべつ分室担当】 

 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 渡部 真矢子（新） 

保育士長 川村 孝子 

 

 

所 長 笹原 砂智子 

 利用者支援相談、一時保育、ファミリ

ー･サポート･センター、あおば分室の事

業全般を担当します。 

【一時保育担当】 

保 育 士 菅原 ひかり 

保 育 士 野澤 繭生（新） 

保 育 士 河合 葵 

保 育 士 久住 陽子（新） 

【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。  

羽磨 美智子  奥村 あゆみ  

山下 和子    宮田 緑 

山本 りか    今井 ゆかり 

 

 

 

 

「あ～あ、イヤイヤ期に突入・・(-_-;)」と、ため息交じりの声をよく耳にします。

その声を受け止め開催された講座でした。話のポイントは、➀なぜイヤイヤ期が起

こるのか？➁どうかかわり、どうやり過ごすのか？➂イヤイヤ期が将来どう活きるの

か？という柱で進められました。結果、イヤイヤ期は自立期という大切な時期。

この時期がきたら、めでたし。めでたし。ここまで育てたママ（パパも）は“自

分を褒めてほしい”と講師からエールがありました。人気講座今年も開催決定‼ 

3月子育て講座【ぶち切れそう‼イヤイヤ期をどう過ごす⁈】の報告 
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あそびの広場（札内）

あそびの広場（あおば） ：札内青葉保育園

左側あおば分室カレンダーでご確認ください

(ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ） 　定員15組　予約制となります。
＜開場のご案内＞ 　＜今月の遊び＞

:札内さかえ保育所 　25-9011
あそびの広場（きた） ：札内北保育所 　56-2049
あそびの広場（みなみ） ：札内南保育園 　56-3326

　56-4131
◎のあそびの広場は、隔月で行っていますので

　※きょうだいで利用される方は、都合の良い日にお越しください
　※🍰は、誕生会を行います。誕生児に該当するお子さんのご参加は事前に予約ください。 あそびの広場（幕別） ：幕別中央保育所 　54-2552

うさぎの日 ～1歳児のお子さん　（R3.4.2～R4.4.1)
きりんの日 ～2歳以上のお子さん　（H29.4.2～R3.4.1)
にこにこの日 ～就学までのお子さん　フリーの日です。

ばぶばぶ健相 ～身長・体重の計測ができます。バスタオルをお持ちください ★場　所　：　各保育所（園）遊戯室など　

♡ あそびの広場 ♡　0歳から就学前の親子が対象ですぬくぬくの日 ～職員への質問や相談などを個別または、ペアで行います
　一人月に1回、予約制となります。 ★時　間　：　午前10時～11時30分まで

ベビマの日 ～生後11カ月までのお子さん（バスタオル・飲み物をお持ちください） ★その他　：　車でお越しの方は、各保育所駐車場をご利用ください

ばぶ・ひよの日 ～「ばぶばぶ」と「ひよこ」のお子さん

午後 うさぎ にこにこ ばぶばぶ
午前 きりん 保育準備 ひよこ

午前 きりん ばぶばぶ ばぶばぶ ほのぼの広場

ばぶばぶの日 ～生後11カ月までのお子さん、妊娠中のお母さんとお父さん
ひよこの日 ～R4.4.2生まれから、今月1歳のお誕生日を迎えるお子さん

ひよこ 職員打合せ ひよこ

🍰バースデー （みなみ） 🍰バースデー

世代間交流事業☆「ほのぼの広場」の開催について
あそびの広場 ほのぼの広場 　異世代間のふれあいを通して、様々な人から愛される喜びと一緒に遊ぶ楽しさを味

わうことを目的に、地域のお年寄りをお誘いし、一緒におやつを食べたり、ゲームや好
きな遊びで交流します。祖父母を誘ってもいいですよ＾＾

午後 うさぎ ばぶひよ ばぶばぶ 保育準備 きりん

うさぎ

きりん・うさぎ あそびの広場 ばぶばぶ・ひよこ

午後 にこにこ ぬくぬく

午前 きりん

（きた）

ぬくぬく ばぶばぶ ベビマの日 うさぎ

【子どもの言葉は
いつ出るの⁈】

午後 にこにこ ぬくぬく ひよこ 行事準備 ひよこ

子育て講座【待ち遠しい～子どもの言葉はいつでるの？】
午後 13:30～15:30

日 月 火 水 木 金 土 　昨年度10月にも開催した講座です❢言葉の発達はもちろんですが、言葉を話し始
めるまでの育ちや大切なかかわりを中心にお話をします。「周りの子と比べて、なかな
かしゃべらない。」「しゃべりだすと発音が悪くて聞き取れない。」「そもそも赤ちゃんと
どうかかわればいいの？」など、毎日のお子さんとのかかわりのヒントにしてくださ
い。

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

午後 うさぎ

あそびの広場

（幕別）

にこにこ

あおば分室 5月 のカレンダー
午前 9:30～12:00

きりん ぬくぬく

    【日時】　５月18日（木）　　午前10時00分～11時00分（受付９時45分～）
　  【場所】　子育て支援センターあおば分室　学童学習室 
　　【対象】　０歳～就学前のお子さんを持つ保護者
　　【定員】　20名 
　　【託児】  １５名　※月齢・スタッフの都合により 定員を変更する場合があります。
　　【講師】 　子育て支援センター 所長　笹原砂智子
　　【申込期間】５月１日(月)～５月１５日（月）

午前

ばぶばぶ健相

（札内）
午前 きりん すくすく相談 ひよこ 子育て講座 うさぎ

あそびの広場

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ください。

【日時】５月25日（木）午前９時30分～正午

【場所】子育て支援センターあおば分室

【対象】０歳～就学前のお子さんを持つ

保護者と祖父母および地域のお年寄り

【定員】30名 ※要予約

【締切】５月18日（木）まで

【持ち物】飲み物・おしぼり・エプロン

☆スケジュール☆

9：30～自由遊び

10：30～おやつタイム

10：45～ゲーム＆遊び

11：45～片付け・手遊び


