
                                                                                                                                                                         

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３年６月24日 

 

５月の利用状況 延べ人数  札内４９名  まくべつ１名 

札内の一時保育については 2週間を超える閉鎖となり、再開後も限定利用ということで対応

させていただきました。電話対応も含めご迷惑やご不便をおかけしましたが、ご理解とご協力

を頂いたことに感謝申し上げます。 

5月の前半は草花が芽吹き「お花咲いているかなぁ」「アリさんいるかなぁ」と楽しみに出かけ

ました。後半は、限定利用期間中は人数が少ないものの、利用する子ども達は元気一杯！お

天気の良い日は園庭の遊具や砂場でじっくり遊びました。暑い日も多くなってきたので水遊び

も体験しています。最初は手だけを水に入れて楽しみ…気が付けば服がビショビショになって

いる子もいましたよ(笑)。公園の遊具も使えない状況でしたが、赤ちゃんは日光浴や芝生その

ものが刺激となり、保育士が草をパラパラする様子を眺め、自分で引っ張る様子も見られまし

た。水や草木など、自然物は子ども達にとって本当に魅力的な教材になります。身の回りの環

境を活かして、子ども達の興味や関心を広げていきたいと思います。 

第1回ファミリーデー【ミニ運動会】のお知らせ 

例年、地域の方も交えてミニ運動会を開催していますが、今年度は新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、３密を避け内容を変更して実施いたします。外出の自粛が

長期化して運動不足になってはいませんか？  

【日 時】令和３年７月18日（日） 

《第1部（2歳6か月未満）》９：15～10：30（受付９：00～） 

《第2部（2歳6か月以上）》10：45～12：00（受付10：30～） 

【場 所】子育て支援センターあおば分室（あすなろ学童併設）  

【対 象】就学前のお子さんを含む家族 ※兄弟、祖父母の参加も可能 

【参加費】お子さん一人につき100円 

【持ち物】上靴(素足でも可)、飲み物(水分補給)、汗拭きタオル 

【申込み】７月９日（金）までにあおば分室へ申込みください。 

【その他】動きやすい服装でお越しください。 

申込後の取り消しはあおば分室へご連絡下さい。前日に取り消す場合は、

子育て支援センター（26-4467）へご連絡下さい。 

状況により中止する場合は、申し込みをされた方に直接ご連絡いたします。 

詳しくは、あおば分室へお問い合わせください。 

季節はいよいよ夏！30度を超える日もあり、気温差にまだ体がついていかないとこ

ろもあるかもしれませんが、短い夏を楽しみたいものです。 

５月連休明けからのコロナウイルス感染拡大…緊急事態宣言によって、センターの事

業も中止や延期、自粛といった措置を取らざるを得ない状況となりました。長期にわた

りご不便をおかけしたことにお詫び申し上げます。 

昨年度の宣言時よりも感染スピードが速く感染力も強いことからより対策を強化し

つつストレスが溜まる毎日を何とか乗り越えて育児が充実できるようにと思っていま

す。今後も引き続き利用する皆様のご理解とご協力を頂きながら、事業を進めてまいり

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

一時保育から 

 

 
 

  

 

  

  
 

一時保育【マット＆ハウス】トンネ

ルやごっこ遊び、２つ折りにしてマッ

ト遊びにも使えます！ 

新しい遊具の紹介 

一時保育、あおば分

室それぞれに、しかけ

絵本や０～２歳向け

の写真図鑑など、１０

冊程度購入しました。 

あおば分室【滑り

台】斜度があるので、

姿勢の保持や加速感

を体験できます。歩

行が安定してきたら

チャレンジ！ 
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あおば分室　７月の予定
日 月 火 水 木 金

午前
９：30～12：00

午後
13：30～15：30

にこにこ

あそびの広場

（まくべつ）

土

ばぶ・ひよ うさぎ

にこにこ

あそびの広場 ばぶばぶ健康相談

（さつない） （午後）

にこにこ 職員打合せ ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

きりん のびのび ひよこ 親子遊び うさぎ

にこにこ 来室相談 ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

きりん すくすく相談 ひよこ 子育て講座 うさぎ

にこにこ 職員打合せ ばぶばぶ

移動あそびの広場 海の日 スポーツの日

（きた）

きりん のびのび ひよこ

ファミリー
デー

移動あそびの広場

（みなみ）
きりん のびのび ひよこ ばぶ・ひよ

　

　

　

　　♥兄弟で利用の方は、都合の良い日にご参加ください

うさぎ
にこにこ にこにこ ばぶばぶ にこにこ にこにこ

　★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。

　★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）

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（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。ご理解、ご協力をお

願い致します。

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５～７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（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、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。

＊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

用しますのでご

用意ください。

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（青葉保育園は11時15分までになります。）

＊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【公園遊びを10倍？！楽しもう！】
暖かい日が多くなり、外遊びにぴったりの季節ですね！公園の遊具の楽しさや遊具以外の

遊び方を膨らませてみませんか？これを機に、みなさんで公園仲間になりましょう♪

【日 時】令和３年７月８日（木）10：00～11：30（受付9：45～）

悪天候の場合は、下記のように2クラスに分けて、あおば分室で実施します。

【１歳8か月未満クラス】10：00～11：00(受付9：45～)

【１歳8か月以上クラス】11：15～12：15(受付11：00～)

※あおば分室で実施する場合は、直接電話連絡いたします。

【場 所】札内若草南公園（駐車場が満車の場合は、公園南側フェンス沿い）現地集合、解散

【対 象】就学前のお子さんと保護者

【定 員】【1歳8か月未満クラス】【1歳8か月以上クラス】各20組程度

【持ち物】飲み物、帽子、上着や着替えなど ※動きやすい服装でお越しください。

【申込み】７月７日（水）までにあおば分室に申込みください。

【その他】欠席の場合は、９：15までにあおば分室にご連絡ください。

お子さんの様子に合わせて、早く帰ることも可能です。

コロナウイルス感染拡大等で中止になる場合は、参加者の方にご連絡いたします。

○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

１ ２

３

４

子育て講座【愛する家族を救う！～命を守る備えを学ぼう～】
いつ起きるかわからない災害の備え、心肺蘇生法などを一緒に学びませんか？家族、周り

の人など“いざという時”に守れるのはあなたかもしれません！ぜひお待ちしています！

【日 時】令和３年７月15日（木）10：00～11：30 （受付：９：30～９：50）

【場 所】子育て支援センターあおば分室

【講 師】帯広ライフサポート協会 佐藤 悦弘氏

【定 員】15名

【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）※動きやすい服装でお越しください。

【申込み】７月９日（金）までにあおば分室に申込みください。

【その他】コロナウイルス感染拡大等で中止になる場合は、参加者の方にご連絡いたします。

☆図書コーナーについて☆
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。


