第３回ぱぱとあそぼう

令和２年 12 月 22 日
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TEL 0155-26-4467
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【パパと(ママも)冬の遊びを楽しもう！】のお知らせ

大きいお子さんはダイナミックに、小さなお子さんも楽しめるように企画しています。
「一人ならちょっと…」と遠慮がちなパパや、ママに子育てを任せがちなパパも気軽に参
加ください。
【日 時】令和３年１月２４日（日）午前 10 時～11 時 30 分（受付：９時 45 分～）
【場 所】札内さかえ保育所(幕別子育て支援センター併設)
【対 象】就学前のお子さんとパパ ※兄弟、ママの参加も可(パパの参加は必須)
【定 員】20 組
【申込み】１月 15 日（金）までにあおば分室へ申込みください。

十勝の積雪はゼロですが、日高山脈の向こうは雪景色、冬も本番です。例年なら、
「今しかできない冬ならではの経験をたくさんしましょう！」と言いたいところで
すが、寒さと乾燥が厳しくなる中、コロナウィルスの拡大が収まる気配がありませ
ん。それでも、子ども達には豊かな経験や感動を与えてあげたい…保護者の方も葛
藤の連続かと思います。新年を家族で元気に迎えられること、今年よりも良い年に
なることを願いつつ、気持ちを新たにして子育て支援センターも活動を続けていき
ます。どうぞご利用ください。

一時保育から

１１月の利用状況 延べ人数

札内２５５名

まくべつ１３名

コミバスで何度か若草南公園に遊びに行きました。複合遊具でたくさん体を動かし、友達
同士で意識し合って挑戦する姿が見られました。散歩では、踏切まで歩き列車を見に行きま
した。目の前で降りる遮断器・間近で見る列車と音の大きさ…興奮気味のこども達でしたよ。
また、1 歳のこども達もずいぶん長い距離を歩けるようになりました。西公園では、溜まっ
た枯葉の中をガサガサ歩いたり枝や枯葉集めも楽しみました。
中には枯葉に埋もれる子も…。
11 月は暖かい日が続いたおかげで、季節の変わり目を肌で感じながら遊ぶことができまし
た。今度は、雪遊び…そろそろ雪が積もってほしいですね。※準備して待ちましょう！

第２回ファミリーデ―【もちつき】の様子
22 組の家族が参加しました。昨年は、感染症が流行して見学のみの餅つきでしたが、
今年はコロナウィルス感染症に負けず、万全の対策をして餅つき体験をしました。例年と
比べ、少人数だったので「ぺったんぺったん」と杵を打つ回数も増え、ママのシャッター
チャンスもたっぷり！パパの力強い姿に歓声も上がりました。体験と合わせて、由来の話
もしました。
【①力を入れて付く＝力持ち(元気)、②長く伸びる＝長生き(病気にかからな
い)、③丸く丸める＝家族円満(仲良く)】…令和 2 年は新型コロナウィルスに翻弄された 1
年でした。こんな時だからこそ由来の意味も含め伝統行事を大切にしたいですね。

【その他】悪天候の場合は、内容を変更して室内で行います。上靴を持参ください。
※詳しくは、あおば分室にお問い合わせください。

11 月親子遊び【クリスマス制作】の紹介
第１部（２歳未満）に６組、第２部（２歳以上）に 12 組が参加して、
“飾るも良し！遊
ぶも良し！のマラカスサンタ”を作りました。１部は、サンタさんの顔やプレゼント、帽
子にシール貼りを楽しみました。２部は、さらに糊を使ってサンタのおひげつけに挑戦！
ティッシュをちぎってクシャクシャにして貼り、段々ひげらしくなってい
く様子に興味が持てたようです。今回はマラカス用に【音の鳴る物】を持
参して下さいとお願いしたところ、ビーズや鈴、小豆、マカロニなど様々
な素材が集まり、1 つ 1 つ指でつまんで入れてオリジナルマラカス完成！
最後は、音楽に合わせてサンタさんをシャカシャカ♪♪色々な音が鳴って
嬉しそうでした。マラカスで楽しいクリスマスが迎えられたかな(*^ ^*)

11 月子育て講座【知って得する！子育てマネープラン】の紹介
13 名の方が参加しました。幕別町役場税務課の勝又淳さんから“確定申告”
、ファイナ
ンシャルプランナーの山崎増美さんから“教育費”
“教育費の準備方法”
“節約・節税”等
を教えてもらいました。確定申告は、やったことがない方も多く「今まで損をしていたか
も！」と、今一度見直す機会になったようです。
“節約・節税、お得な情報”のお話では、
“株”の話があり、実際に取り組んでいた方もいて盛り上がりました！他にも「講師方の
失敗談を聞きたい」などの質問が飛び交いとても活気ある講座になりましたよ♪参加され
た方から「あまり先のことは考えてなかったけれど、目が覚めた感じがしました」という
感想もいただき、お子さんの将来と今の生活を違った角度から考えるきっかけになったの
ではないかと思います。
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そろそろ豆まきの時期がやってくる！ということで、節分制作です。親子で一足お
先に節分気分を楽しみましょう！「♪鬼は外～！福は内～！」
【日 時】令和３年１月28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
待ってるよー！
【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。
【申込み】１月15日（金）までにあおば分室に申込みください。
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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）。
３
４
利用時または電話で受け付けています。ご理解、ご協力をお願い致し
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１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。

入所・入園の時期が近づいてきましたね！どんな準備が必要か、事前に知っておくと
安心できますよね♪保育所の生活の様子などの話も聞くことができます。この機会にぜ
ひご参加ください！
【日 時】令和３年１月21日（木）※２部制になっていますので、ご注意ください
９時45分～10時45分（受付：9時30分～9時40分）２歳未満のお子さんの保護者
11時00分～12時00分（受付：10時45分～55分）２歳以上のお子さんの保護者
【場 所】子育て支援センターあおば分室
【講 師】幕別町立保育所 所長
【定 員】各部15名程度
【託 児】各部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】１月15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。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。

