第３回ぱぱとあそぼう 【パパと（ママも）冬の遊びを楽しもう！】の様子紹介
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令和 2 年度は、コロナ禍ではありましたが、6 月以降は利用人数の制限も含め感
染対策を取りながら何とか通常の事業を実施することができ、沢山の子ども達、家
族の方々にご利用していただきました。そして、
「どこにも行くところがなくて…」
など、利用している方の声を聞き、子育て支援センターの役割を改めて考えること
ができた 1 年となりました。今年度、利用していただいたみなさんのご理解とご協
力に感謝を申し上げるとともに、次年度も多くの子育て家庭に喜んでいただける場
となるように工夫をしていきたいと思います。1 年間、ありがとうございました。

一時保育から
１月の利用状況 延べ人数

札内２３９名

まくべつ１２名

たくさんの雪と寒さが加わり、氷の滑り台が完成すると繰り返し楽しみ、自分から腹這いに
なって頭から滑る様子が見られます。
“雪の迷路”では追いかけっこやかくれんぼをしたり、
０歳児も段ボールのそりに乗って引っ張ってもらい、探検気分？を味わっています。雪の白さ
を活かして視覚の変化を楽しむことができ、泣いていた子も泣き止みます(笑)。牛乳パックに
小さな人形や造花を入れて凍らせた“氷のオブジェ”は不思議そうに何度も触れて見て楽しん
でいますよ。そりの経験がある程度積み重なった子ども達は西公園にもでかけました。大型そ
りに乗って築山の頂上からスピードにのって滑り歓声を上げ楽しんでいます。この他にも保育
所の大きな雪山によじ登って達成感を味わう子など、身体のバランスを取りながら遊んでいる
ので、午睡はいつもぐっすりです！

《令和３年度 一時保育利用登録について》
＊4 月 1 日以降利用するためには、現在登録されている方も、登録が必要です。
＊３月８日（月）より受付けを開始します。申請書は、幕別子育て支援センターの他、あお
ば分室・まくべつ分室・札内支所にあります。※HP よりダウンロードもできます。
＊保育の都合上、午後 1 時以降に幕別子育て支援センター・まくべつ分室いずれかの希
望する所に提出して下さい。初めて登録される方は事前に電話連絡の上、お子さんと
一緒に来てください。健康保険証もお持ちください。

17 組の親子(総勢 53 名)が参加しました。ソリコース、氷の滑り台、雪の迷路。雪山からの
尻滑り、色水を使った型抜き…5 つのコーナーで自由に遊びました。中でも一番人気は型抜き。
砂場の模型を使って色のついた雪を詰めて果物やケーキ等の型抜きを楽しみました。段ボールの
底に肥料袋を貼った“特製段ボールソリ”は、動かしやすくて倒れにくいので、歩けない 0 歳児
のお子さんもソリに乗って迷路や園庭のデコボコを楽しみ、経験のある子は加速や遠心力などの
感覚を味わいながら楽しめました。氷の滑り台や雪山遊びもパパと一緒だから…普段よりもダイ
ナミックに遊べたのではないかと思います。スピードを出しすぎて転倒してしまうハプニングも
ありましたが、お子さんの気持ちに合わせて声掛けする様子や体力やバランスに合わせて遊ぼう
とするパパの姿が印象的でした。回を追うごとにパパの参加が増えてきています。今後もパパの
子育ての輪がさらに広がっていくことを願っています。

１月親子遊び【節分制作】の様子
第 1 部(2 歳未満)に 13 組、第 2 部(2 歳以上)に 14 組が参加しました。例年、お面を作って
いますが、今回は紙皿を使って“ゆらゆら鬼のカスタネット”を作りました。半分に折った紙皿
の内側にペットボトルの蓋がついていて、作る前から「カチカチ」音を鳴らして興味津々。予め
皿の上部に鬼の顔の輪郭がついていて、部品(目、鼻、口、まゆげ、手、金棒)をシールやのりで貼
りました。その裏には雪だるまの輪郭もついていてリバーシブル！
雪だるまの部品(目、鼻、口、ボタン、手袋)を合わせるとかなりの
数になりますが、わが子の興味や集中力に合わせてお母さんが部品
を選んで作業が進められたので、楽しく作ることができたようです。
２部の最後には、鬼の絵がついている箱にボールを投げ入れるゲー
ムも楽しみました！ボールを全部入れ終わると、ニコニコ笑顔の子
ども達でした。

1 月子育て講座【入所・入園目前！準備は大丈夫⁉】の様子
第 1 部(2 歳未満)に 11 名、第 2 部(2 歳以上)に 12
名が参加しました。町立保育所の 3 人の所長先生に話
をしていただきました。準備としては、モノの準備意
外にも“目に見えない準備”も必要で、
「生活リズムを
整えることや子どもの不安を取り除くために、受け止
め方やかかわりを意識して心の準備をしましょう。
」と
いう内容でした。また、
「不安なことは何でも相談して
ください！」と心強い言葉があり、
「入所・入園が楽し
みになりました！」
「見通しができ、ホッとしました」
などの感想をいただきました。不安が安心に変わり、
入所・入園をワクワクして迎えられるといいですね♪

第３回ファミリーデ―
【色で遊ぼう！描いて楽しもう！】
2 月 14 日に 20 家族が参加して行い
ました。キットパスを使って窓にお絵
かきや絵具・スタンプ遊びなどを親子
で楽しみました。詳しくは次号で紹介
しますね。来年度も、さらに楽しめる
内容を提供していきたいと思います。
是非、ご参加ください！

1 年間、ありがとう
ございました！
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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午後の開放日程
４

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３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。

今年度最後の親子遊びは、『音のおもちゃばこ』で、ミニコンサートを開催します。手遊び、
楽器遊び、リトミックを楽しみましょう♪
【日 時】令和３年３月18日（木）２部制になっていますのでご注意ください！
第１部：９時45分～10時30分 ０歳～満２歳未満（受付：９時30分～９時40分）
第２部：11時00分～11時45分 満２歳以上（受付：10時45分～10時55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
【講 師】帯広大谷短期大学 専任講師 長﨑 結美 氏
【対 象】就学前のお子さんと保護者
【定 員】1部、2部ともに20組 ※こちらで調整させていただく場合があります。
【申込み】３月12日（金）までにあおば分室に申込みください。

子どもの年齢や発達に合った手遊び、歌遊びを紹介します！子育ての参考にいかがでしょうか♪
【日 時】令和３年３月11日（木）２部制になっていますのでご注意ください！
第１部：９時45分～10時45分（受付：９時30分～９時40分）
０歳～満２歳未満のお子さんの保護者
第２部：11時00分～12時00分（受付：10時45分～10時55分）
満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】子育て支援センター 所長 牧田 博恵
【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。
【持ち物】タオル１枚
【申込み】３月５日（金）までにあおば分室に申込みください。
※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。

