第３回ファミリーデー 【色で遊ぼう！描いて楽しもう！】のお知らせ

令和３年１月 25 日
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

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

十勝平野がやっと雪一面になり、雪遊びを心待ちにしていた子ども達の歓声が聞
こえてきます。
“除雪”は大変ですが、子ども達の“遊び場づくり”になります。
親子で楽しむ時間になればいいですね(笑)。
第３回のぱぱとあそぼう【パパと(ママも)冬の遊びを楽しもう！】では、雪が降
るのかどうか…やきもきしていましたが、十分な環境の中で実施できそうでほっと
しています。毎回、パパの参加が増えて今回は 17 組の申込がありました。短い冬
だから、コロナ禍だからこそ、パパと(ママも)一緒に外で元気に楽しく遊んでほし
いですね(※ぱぱとあそぼうの様子は次回の通信で紹介します)。

一時保育から
１２月の利用状況 延べ人数

札内２８５名

まくべつ１４名

12 月は積雪がなく、雪遊びができませんでしたが室内で粘土遊び、お絵かきや塗り絵、シ
ール遊びや制作遊びなどたくさん経験しました。特に粘土遊びは夢中になって楽しんでいま
したよ。０歳から５歳までのお子さんが利用しているので、興味や持続時間も様々でその日
の人数や発達に合わせてグループに分かれて遊んでいます。作ったものを見立ててお店ごっ
こ、乗り物や果物の型抜き、ちぎってくっつけて感触遊び…それぞれが興味をもって遊ぶこ
とができました。この他にも、保育所のホールを使用してボール遊びや風船遊びなど体を動
かす遊びも楽しむことができました。月齢が高い子ども達(2 歳半ぐらいから)は簡単なルー
ルのある遊び(ストップゲーム)もできるようになり、
“友達と一緒が楽しい”様子が見られて
います。★雪遊びの身支度・着替えなど準備をお願いいたします！★

子育て相談について
センター（分室も含む）を利用の際だけでなく、個別に
来室・電話相談も対応しています。気軽にご相談
ください。

お絵かき、絵の具・スタンプ遊び、手形足形アートなど、外出が難しい時だからこそ家庭
で楽しめる遊びを企画しました！ご参加をお待ちしています。
【日 時】令和３年 2 月 14 日（日）午前 10 時～11 時 30 分（受付：９時 45 分～）
【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その家族
【定 員】16 家族程度
【持ち物】手足を拭くタオル ※汚れてもいい服装でお越しください。
【申込み】2 月 10 日（水）までにあおば分室へ申込みください。
※詳しくは、あおば分室にお問い合わせください。

12 月親子遊び【クリスマス会☆】の紹介
第１部(２歳未満)に 22 組、第２部(２歳以上)に 21 組が参加して開催しました。バルー
ンアートのミリィさんをお招きし、クリスマスにちなんだサンタやトナカイ、
“リス”のリ
ースなど、次々と風船で作って見せていただきました！子ども達だけではなく、大人もくぎ
付けになりましたよ♪風船のプレゼントのねずみ（１部）や剣（２部）も大喜びの子ども達
でした☆ミリィさんのショーの後は、サンタさんが登場！
元気に遊びに来てくれた子ども達へプレゼントを渡して
くれました♪プレゼントを受け取るときは緊張した様子で
手を伸ばす子がいたり、じーっとサンタさんを見つめ、観
察している子もいました。色々な表情を見せてくれて、新
鮮でしたね！年に一度の大イベント。みなさんはどんなク
リスマスを過ごしましたか(*^^*)？

12 月子育て講座【子どもが喜ぶ！絵本選びと読み聞かせ】の紹介
10 名の方に参加して頂きました。絵本は、見聞きする力やことばの発達、情緒や社会
性、興味や関心、好奇心や探求心の広がり、想像力…“第 4 の食事”と言われるほど、こ
どもの育ちの栄養となります。でも、
「どんな本を選んでよいのか迷うことや思うように読
み聞かせをさせてもらえない」ことはよくあること。そこで、
“絵本を好きになってもらう
＝絵本を嫌いにさせない”ことが大切で、そのためには【今のお子さんの遊びや生活、経
験していることと重ね合わせて絵本を選んでみる】
【子どもの表情(様子)を見て読んでみ
る】などのコツをお伝えしました。グループワークでは我が子の喜んでいる本を紹介し合
い「出会ったことがない本を知ることで今後の絵本選びが楽しみになった」という方もい
ました。絵本選びや読み聞かせに失敗はありません。最初は興味がなくても絵本が身近に
ある環境を作り、やがて生活の一部となり、子どもの成長を楽しむ時間・大人も子どもも
本を通して癒される時間に繋がったら嬉しいですね。
《牧田》
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第１部：９時45分～10時45分 ２歳半以上（受付：９時30分～９時40分）
第２部：11時15分～12時00分 １歳～２歳半未満（受付：11時00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
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【申込み】２月12日（金）までにあおば分室に申込みください。
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11時00分～12時00分（受付：10時45分～）１歳以上のお子さんの保護者
※兄弟がいる方は、両方の申し込みが可能です。１歳前後のお子さんの保護者の方は、どちらか好き
な方にお申し込みください
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【日 時】令和３年２月25日（木）
【場 所】子育て支援センターあおば分室
【講 師】幕別町栄養士 森山 景子氏
【定 員】1部：15名程度
２部：20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】２月12日（金）までにあおば分室に申込みください。
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28 あおば分室の利用について

○表の見方です！
１
①日付
密集・密接を回避するために、環境調整を行います。
②行事・分室以外での事業など
人数把握が必要なため、ご利用は、予約制とさせていただ ③午前の開放日程
３
きます（当日でも可）。利用時または電話で受け付けてい
④午後の開放日程
４
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２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。
※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。
★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。
☆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。

２

＊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。

※年齢によって内容が違います

１部【離乳食の悩み解決！～簡単離乳食づくり～】
９時45分～10時45分（受付：9時30分～9時40分）妊婦～１歳前後のお子さんの保護者
２部【好き嫌いの悩み解決！～簡単おやつ作り～】

移動あそびの広場

ファミリーデー

21

すくすく相談

所】子育て支援センターあおば分室
象】就学前のお子さんと保護者
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。

（さつない）
きりん
にこにこ

元気に雪遊びをして、寒さを吹き飛ばしませんか？ご参加お待ちしています☆
【日 時】令和３年２月18日（木）２部制になっていますのでご注意ください！

※定員に達しましたらキャンセル待ちとなります

【その他】☆図書コーナーについて☆
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。

