10 月親子遊び【親子でクッキング】の様子
10 組の親子(総勢 22 名)が参加して行いました。メニューは、
《型抜きサンドイッチと
お芋のテルテル坊主》
。サンドイッチは、自分で選んだ型抜きで食パンを抜き取り、ジャム
(イチゴか南瓜)を塗ったパンに重ねました。
型抜きされたところからジャムの色がきれいに
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見えて、子ども達も大喜びでした。お芋のテルテル坊主は、茹でたお芋をビニール袋に入
れて、手や麺棒(のし棒)でつぶしました。叩いたりぐにゅぐにゅしたり…お芋の温かい感触
を楽しんでいました。マヨネーズや好きな具を入れてポテトサラダができ、それをラップ
で丸く包んでモールで止めると“テルテル坊主”の完成！お弁当箱に詰めて大事に持って
帰りました。※レシピを希望の方は職員に声をかけてくださいね！
毎年行っている親子クッキングですが、ナイフなどを使わず、小さな子ども達にもでき

冷たい風とともに初雪の便りが届き、いよいよ冬が到来です。さて、雪が積もるの
はいつ頃になるのでしょうか…大雪は困りますが、雪を見て喜ぶ子ども達の顔が楽し
みですね。ただ、冬場は寒さや足元が悪いこともあり、出かける場所が少なくなりが
ちです。センターも上手に活用して遊びの場を広げてくださいね。
一方で新型コロナウィルスの第 3 波が押し寄せています。冬になり乾燥や換気…調
整が難しい面もありますが、より一層の対策をしながら、みんなが元気に過ごせるよ
うに祈っています。

１０月の利用状況 延べ人数

札内２８２名

一時保育から

まくべつ１６名

10 月はお散歩日和が続き、保育士や友達同士で手をつないで歩くことも上手になってきまし
た。公園では、先月に続いて落ち葉拾いに枝拾い…自然に触れて遊びました。落ち葉をみんなで
集めて「せーのっ！パラパラ～」と舞い散らせると、満面の笑顔と拍手！共感性も膨らみました。
制作では、色・形が違う色画用紙の落ち葉にシールを貼り、糊を使って台紙に貼ることもでき
ました。
外での経験と重なり色や形にも興味が持てたようです。粘土遊びでは、指先を使って黙々
とちぎって楽しむ姿も見られました。これからは少しずつ粘土遊びの経験も増やせそうです。
最近は、利用人数も増え年齢幅も大きいことから、幼児組と乳児組に分かれて活動を行う日が
あります。少々寒くても幼児組は外に行きますので防寒具の準備をお願いします。また、雪が降った
ら“雪遊び”もします。“身支度”について掲示しますので参考にして下さいね。

る料理作業（今回は粘土遊びみたい）を考えて実施
しています。料理を手伝うことで、食物に興味が向
き食べる意欲につながります。また、何度かやって
いると手が器用になる・お手伝いをしてできた料理
を家族に食べてもらうことで嬉しい(役に立った)気持
ちが芽生える…褒めるチャンスも生まれます。クッ
キングが、親子で楽しめる共同作業となり、楽しく
食事をすることにつながったら嬉しいですね。

10 月子育て講座【我が家の食事をより美味しく簡単に～野菜の底力を学ぼう～】
野菜ソムリエ等の資格を持つ小笠原美奈子さんを講師に迎え、10 名が参加して行
われました。講座では、野菜に関するクイズが出題され、当たり前だと思っていたこ
とが実は違っていたり…予想外の回答に驚きの声も聞かれました。また、採りたての
野菜とスーパーで売られている野菜の食べ比べでは、
「後味も甘さも全然違う！」と
皆さんが実感していました。この他にも、野菜の切り方で味が違うこと、野菜の選び
方なども学びました。更に、講座後の質問タイムで小笠原さんに直接相談もでき、悩
みの解決にもつながったのではないかと思います。
「野菜を食べない」
「食べムラがある」等、食事に関する悩みをよく耳にしていた
ので、今回の講座では「特別手の込んだ調理をしなくても、
“旬の野菜”を選ぶこと
でより簡単に美味しくなる」ことを知っていただき、日々の食事作りに役立ててもら

年末年始のお知らせ

えたのではと思います。今後も、日頃の子育ての悩み
に応えられるような講座を企画していきます。どうぞ

一時保育・あおば分室ともに、12/29～1/3 まで、年末年始
休業となります。1 月 4 日(月)から、通常通り開設します。

ご参加ください。

あおば分室
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職員打ち合わせ

親子遊び 【クリスマス会☆】

12月の予定

10

「ジングルベルジングルベル鈴が鳴る～♪」と歌いたくなる季節になりますね。親子
同士で交流をしながらクリスマス会を楽しみましょう！サンタさんが、プレゼントを持っ
てやってくるかも？！お楽しみに☆

土

5

【日

時】令和２年12月17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～12時00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
【内 容】バルーンアート ミリィさんによる『バルーンショー』
【対 象】就学前のお子さんと保護者
【定 員】1部、2部とも20組程度 ※調整させていただく場合があります。
【参加費】子ども１人につき200円
【申込み】12月４日（金）までにあおば分室に申込みください。
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子育て講座 【こどもが喜ぶ！絵本選びと読み聞かせ】
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○表の見方です！
１
①日付
②行事・分室以外での事業など
③午前の開放日程
３
４

④午後の開放日程

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12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。

２

子どもの頃に好きだった絵本はありますか？繰り返し楽しんだ絵本は、大人になっ
ても記憶に残っているものです。子どもたちに絵本を好きになってもらえるような工
夫を一緒に考えてみませんか？絵本選びや読み聞かせ…楽しみ方は色々です。気軽に
楽しんでもらえたらと思っていますので、是非ご参加ください♪
【日 時】令和2年12月24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】子育て支援センター所長 牧田博恵
【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。
【持ち物】親子ともに飲み物、子どものお気に入りの絵本があればお持ちください。
【申込み】12月11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。

