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令和４年８月２５日 

 

７月の利用状況 延べ人数  札内 118名  まくべつ４名 

７月は雨の日が多かったため、室内遊びが増えました。体を使う遊びは、段

ボール滑り台や室内用ジャングルジムがあります。準備するとすぐに走ってよ

じ登り、ダイナミックに遊んでいました。友達や保育士と前後につながって滑

ることもあります。保育士が乗っても頑丈な滑り台です（笑）また、“ウェーブ

バランス”という遊具を使ってバランスを取りながら歩いたり、突っ張り棒に

10秒ぶら下がる遊びをしたりなどもしていますよ。他にも、マーカーやクレ

ヨンを使ったお絵かきをしたり、シール貼りをして楽しんでいます！天気の良

い日は、引き続き西公園の霧のミストに足を運んでいます。暑いときはこの霧

を浴びると涼しくなります♪広い公園では、築山や芝生で走り回るなどしての

びのび遊んでいます。 

  

 

 

 

 

9月から 11月にかけて、ファミリー・サポート・センターまかせて会員さんの養

成を目的とした子育てに関する講習を百年記念ホールで開催します。「子どもの遊び」

「身体の発達と病気」「子どもの事故～実践・予防・応急処置」など、身近な内容です

ので会員を希望されない方でも興味のある方は、ご参加いただけますので職員に声を

かけて下さい。日程は、以下のとおりです。 

一時保育から 

 今年は、夏を感じる前に立秋を迎えてしまった気分ですが、どんな夏を過ごされた

でしょうか？子育て支援センター（一時保育）では、数少ない夏日を逃さず水遊びを

楽しんでいました。 

 夏が終わると、いよいよ来年度の入所・入園を考える時期となります。迷われてい

る方や不安を感じている方もおられることと思います。そんな方々のための子育て講

座を計画したり、積極的に相談をお受けしたいと考えていますので、気軽にお声掛け

くださいね。じっくりと相談されたい方は、カレンダーに記載されている「来室相談」

をご利用ください。 

子育て講習会のお知らせ 

日程及び会場 時間 項目 内容 講師 

９月８日（木） 

百年記念ホール 

視聴覚室 

10：00～10：15  オリエンテーション 子育て支援センター職員 

10：30～12：00 １ 子ども・子育ての現状 子育て支援センター職員 

12：00～13：00  ～昼休憩～  

13：00～15：00 2 保育の心 子育て支援センター 

９月９日（金） 

百年記念ホール 

視聴覚室 

10：00～12：00 9 子どもの生活へのケアと援助 子育て支援センター職員 

12：00～13：00  ～昼休憩～  

13：00～15：00 10 子どもの遊び 町立保育所 

     

10月１３日（木） 

百年記念ホール 

視聴覚室 

10：00～11：30 7 子どもの虐待と社会的養護 帯広児童相談書職員 

11：30～12：30  ～昼休憩～  

12：30～15：30 6 小児看護の基礎知識 幕別町保健師 

１０月１４日（金） 

百年記念ホール 

視聴覚室 

調理実習室 

10：00～11：30 3 心の発達と保育者のかかわり  発達支援センター臨床心理士 

11：30～12：30  ～昼休憩～  

12：30～15：30 １１ 子どもの栄養と食生活 幕別町栄養士 

     

11月10日（木） 

百年記念ホール 

学習室２ 

学習室１ 

10：00～12：00 5 身体の発達と病気 幕別町保健師 

12：00～13：00  ～昼休憩～  

13：00～15：00 ８ 
事故による子どもの傷害 

―実践・予防・応急処置― 
とかち広域消防局幕別消防署  

  

11月11日（金） 

百年記念ホール 

学習室２ 

 

10：00～12：00 4 障害のある子の預かりについて  発達支援センター臨床心理士 

12：00～13：00  ～昼休憩～  

13：00～15：00 12 
子育て支援サービスを提供

するために 
子育て支援センター職員 
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あおば分室　９月予定
子育て講座【入所・入園申し込み目前‼保育所・幼稚園てどんなところ❔】

日 月 火 水 木 金 土
　　 【日　時】令和４年９月22日（木）
　　　　　 　　 第１部：午前９時30分～10時45分(受付：９時15分～)
　　　　　　　　第２部：午前11時00分～12時15分（受付：10時45分～）
　　　　　　　　※どちらかを選んでお申し込みください。
　　 【場　所】子育て支援センターあおば分室　 学童遊戯室
　　 【対　象】０歳～就学前のお子さんをもつ保護者
　　 【定　員】15人
 　　【託　児】12人程度　※月齢・スタッフの都合などにより定員を変更する場合があります。
　　 【講　師】町立保育所所長、幕別幼稚園　八木沼広子園長
　　 【持ち物】飲み物(お子さんの飲み物は名前を付けて下さい）
 　　【申込期限】９月16日(金)

午前 9:30～12:00 ばぶひよ うさぎ
利用時間

あそびの広場

午後 13:30～15:30 ＊保育準備 にこにこ

午前 きりん ＊保育準備 ひよこ ばぶひよ うさぎ
（幕別）

あそびの広場 ばぶばぶ健相

午後 にこにこ 職員打合 ばぶばぶ 行事準備 にこにこ

お知らせ（お詫び）午前 きりん すくすく相談 ひよこ ばぶひよ うさぎ
(札内） （午後）

（入園・入所準備）

午前 のびのび ひよこ 子育て講座
（きた）

午後 職員打合 ばぶばぶ ＊行事準備

午前 きりん のびのび ひよこ ばぶひよ うさぎ

 
 ★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（R３年４月２日～R４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（R2年４月２日生まれ～R３年４月１日生）
 ☆きりんの日～2歳児以上（H28年４月２日～R2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。
 ★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)。
　 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

♡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
 ★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☛あそびの広場（あおば）の中止のお知らせ

 ※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。

　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。

☆移動あそびの広場（あおば）について、コロナウイルス感染防止対策により、園内への入場制限を行っている
ことから、今年度のあそびの広場（あおば）は、全て中止となりました。令和５年度は、４月の通信でお知らせし
ます。

午後 にこにこ にこにこ ばぶばぶ ＊保育準備 にこにこ

 
　
　7月22日㈭に開催を予定していました、８月子育て講座（応急処置）ですが、当日の朝、
職員および利用者さん数名がコロナウイルス感染症の陽性であることが分かり、急遽当日
中止になりました。
  参加を予定していた皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしましことをお詫びいたします。
　なお、講座につきましては、１月19日㈭に変更になりました。詳細は、近くなりましたら改
めてお知らせいたしますが、前回申し込みされた方も新たにお申し込みいただきますよう
お願いいたします。

敬老の日 移動あそびの広場 子育て講座 秋分の日

午後 にこにこ 来室相談 ばぶばぶ ＊保育準備 にこにこ


