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朝晩の冷え込みが厳しくなり、色鮮やかな紅葉ももう少しで終わりを告げようと
しています。これからは、霜や氷…子ども達には、肌で季節の変化を感じ取ってほ
しいですね。
さて、十勝の秋と言えば、
“収穫の秋”
。食のイベントが中止になり寂しさはあり
ますが、美味しいものを楽しく探してたくさん食べて、風邪やコロナに負けない免
疫力を貯えましょう。

【おもちつき】のお知らせ

センターの一大イベント！恒例の「おもちつき」です。今年は会食を行なわず臼と杵
で餅をつく体験のみとなりますが、日本の伝統的な食文化に親しみ、家族の交流を深め
ましょう。家族お揃いでの参加をお待ちしています！
【日 時】令和２年 11 月 23 日（月・祝）
≪第 1 部≫午前 10 時～午前 10 時 40 分(受付 9 時 45 分～)
≪第 2 部≫午前 10 時 45 分～午前 11 時 25 分(受付 10 時 30 分～)
≪第 3 部≫午前 11 時 30 分～午後 0 時 10 分 (受付 11 時 15 分～)
【場 所】幕別町百年記念ホール 講堂
【参加費】一人 200 円（お土産用のお餅を含みます）※当日ご持参ください。
【対 象】就学前のお子さんを含む家族
【定 員】各部とも 12 組程度 ※好きな時間帯を選んで申込み下さい。申込み状況によ
り、時間帯の変更をお願いする場合があります。予めご了承ください。
【持ち物】エプロン、三角巾、飲み物
【申込み】11 月 13 日（金）までにあおば分室(56-3811)に申込みください。
【その他】申込み後の取り消しは、あおば分室、当日の場合は、百年記念ホール
(56-8600)へご連絡ください。

一時保育から
９月の利用状況 延べ人数

札内２３５名

まくべつ５名

散歩では、栃の実・ドングリ・胡桃・落ち葉…秋の自然に興味を持って歩き、両手からこぼれ
る位いっぱいに集める様子や小さなポケットに一生懸命入れようとする様子など、
可愛らしい仕
草が見られました。２歳児は、ジャングルジムやロープの遊具など挑戦して遊ぶ様子も増えてき
ました。最近は、赤ちゃんの利用も多くなり、興味津々で赤ちゃんのほっぺを触る姿や「カワイ
イネ」とお世話をしようとする姿も見られます。
“ちょっと前までは、私が一番小さかったのに
…”抱っこされる赤ちゃんを見て焼きもちを焼く０歳児もいましたよ。
雨の日は、ブドウの制作遊びもしました。見本や友達への興味も高まり、一緒に作って楽しむ
経験も今後は増えていきそうです。

9 月親子遊び【敬老の日制作“パンダフォトフレーム”】の紹介
第 1 部(2 歳未満)に 19 組(39 名)、第 2 部(2 歳児以上)に 12 組(27 名)の参加で
した。今回は、おじいちゃんやおばあちゃんに子ども達の成長が伝えられるように、
皆さんに写真を持参してもらい、開始前に子ども達の手形を取って、それを作品に取
り入れました。第 1 部の 19 組のうち、0 歳の 6 組は、制作はお母さんが作り、子
ども達はスタンプ遊びが中心で、大きな紙に自由に手形と足形を取って遊びました。
触れることに抵抗も見られる年齢ですが、色がつくことに興味をもって喜んで触れる
子もいました。1 歳の 13 組は、お母さんと一緒によくわからずに目や口を貼り…よ

9 月子育て講座 【イヤイヤ・ケンカ…かかわりのポイントを考えよう～子育てのストレスマネジメント】

く見ると“パンダ”が出来上がり、とっても嬉しそうにしていました。2 歳以上の子

13 人が参加して行いました。今回は、分室を利用している方々に『日頃、育児で困っ
ていること』についてアンケートをとり、それをもとに資料を作成してお話をしました。
イヤイヤ期やケンカの場面以外にも、食事を含めた生活習慣のことなどたくさんの悩み
が挙げられ、その中から 1 つを選んで参加者同士で話し合う時間も設けました。
「みんな
同じような悩みを抱えていることがわかり、心が軽くなった」
「色々な人と悩みを共有し
たい」という感想も多く聞かれ、貴重な時間になったのではないかと思っています。
悩みやストレスの解消にはならなかったかもしれませんが、
“子どもの今の姿”と“理
想の子どもの姿”のギャップを小さくしながらストレスを減らし、子どもの小さな変化(成
長)を喜び、
“自分流の子育て”を楽しんでもらえたらと願っています。(牧田)

ども達は、パンダが出来上がることを理解
して、目や口、自分の手形や写真を自分で
貼って(少し手伝ってもらって)完成を喜んで
いました。
表情豊かなパンダと子ども達の成長に、
きっとおじいちゃんやおばあちゃんも喜んで
くれたのでは？と思っています。
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「クリスマスプレゼントは何にしようかしら？」そんな時期がやって来ましたね。今
月は、お部屋のかわいらしいオーナメント「マラカスサンタ」を作ります。親子で一足早
いクリスマス気分を味わいましょう☆
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時】令和２年11月19日（木） ※２部制になっていますのでご注意ください。
第１部：10時～10時45分 ０歳～満２歳未満（受付：９時30分～）
第２部：11時～11時45分 満２歳以上
（受付：10時45分～）
※兄弟での参加の場合は、上のお子さんの時間帯にご参加ください。
【場 所】子育て支援センターあおば分室
【対 象】就学前のお子さんと保護者
【定 員】1部、2部ともに１5組程度 ※こちらで調整させていただく場合があります。
【持ち物】ペットボトルを振った時に、音が出るもの
（ビーズ、ボタン、クリップ、リングプルなどを探してみてください♪）
【申込み】11月11日（水）までにあおば分室に申込みください。
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○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

あおば分室の利用について１
２
密集・密接を回避するために、環境調整を行います。人数把握が必要なため、
ご利用は、予約制とさせていただきます（当日でも可）。利用時または電話で受
３
４
け付けています。ご理解、ご協力をお願い致します。
のマークの日は５月生まれの誕生会を行います。

のマークの日は６月生まれの誕生会を行います。
のマークの日は11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
♥兄弟で利用の方は、都合の良い日にご参加ください
♥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
ひよこの日～１歳のお誕生日を迎えたお子さん（H31年４月２日～R２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 (新設）
★ばぶ・ひよの日～【ばぶばぶ】と【ひよこ】のお子さん【新設】
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）
★うさぎの日～１歳児（H30年４月２日生まれ～）
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）
★きりんの日
～ 2歳児以上（H26年４月２日～H30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）
★にこにこの日～就学前までのお子さんフリー
にこにこの日～就学前までのお子さんフリー
★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
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
。
就学前までのお子さんで、少人数が希望の方。
★のびのびの日
～
※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。
※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。
※大人数が苦手・初めての利用に不安がある等。
☆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～保健師による健康相談です。身長・体重の測定ができます。
１日に５組程度、事前連絡が必要です。

＊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。バス
タオルの共有を
避けるため、ご
家庭でご用意を
お願いいたしま
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。

「マネープラン」といわれると、「難しそうだな…」と感じる方もいらっしゃると思
いますが、お金の上手なやりくりの仕方をプロがわかりやすく教えてくれますよ。きっ
と今後に役立つこと間違いなしです！お子さんの将来のためにも、一緒に学んでみませ
んか？ご参加お待ちしています♪
【日 時】令和2年11月26日（木）10時～11時30分（受付：9時30分～）
【場 所】子育て支援センターあおば分室
【講 師】北海道金融広報委員 山崎 増美 氏
幕別町役場 税務課 勝俣 敦 氏
【定 員】15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。
【申込み】11月20日（金）までにあおば分室に申込みください。
【その他】☆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。（本の貸
し出しは、11：20頃～） 詳しくは、あおば分室へ問い合わせください。

★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～11時30分まで
＊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。

