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令和３年７月26日 

 

６月の利用状況 延べ人数  札内１１１名  まくべつ１名 

 一時保育の利用者も徐々に増えてにぎやかになってきました。シールや糊を使って

テントウムシの制作にも取り組みましたが、天気が良い日はどんどん戸外に出かけてい

ます。西公園では遊具で繰り返し遊び、ローラー滑り台・ブランコ・シーソーも自分で

楽しめる子が増えてきました。公園のミスト(霧状の噴水)が出るようになると、怖がり

ながらも不思議そうに眺め…徐々に近づいて手を出し…今ではすっかり慣れて全身が

潤うようになりましたよ(笑)。また、今年もシャボン玉の液をたくさん作りました。公

園の築山から保育士が大きなシャボン玉を飛ばすと「キャー、キャー」と喜び夢中で追

いかけています。傾斜に合わせてバランスを取りつつ、転んでも起き上がり…体力面で

も益々動きが活発になっています。 

暑い日は水遊びをする予定ですので、水遊び用のフェイスタオル・着替え・紙パンツ(水

着でもOK)などを袋に入れて持参ください。着ている服・着替え・紙パンツ…全てに必

ず名前をお願いします！月齢に合わせて遊びの時間や内容も工夫して行います。 

6月子育て講座【片付けに必要な経験と育ち】の様子 

９名の方が参加して行いました。昨年度は、整理収納のプロから“母親目線”で『楽に

片付く仕組みづくり』を学んでいただき、今回は“子ども目線”で『発達に合わせた片付

けの経験』について、センター職員(牧田)から話をさせていただきました。具体的な対応

について十分お伝えすることができませんでしたが、参加した方から「取り出しやすく元

に戻しやすい環境を少しずつ整えたい」「子ども＝夫にも応用できて良かった」などの感想

が聞くことができました。少しでも、イライラせずに成長を楽しみながら片付けの習慣が

身につくように…お役に立てたら幸いです。 

後半は、牛乳パックやティッシュ箱を利用した《丸イス》に、我が子のお気に入りのキ

ャラクターなどで思い思いに飾り付けをして 

“資源ごみ”で“素敵な手作り玩具”作りを 

行いました。知らず知らずのうちに捨てずに 

取っておいて物があふれてしまったり、結局 

使わずに無駄になっていることもあるかもし 

れません。『物を大切にしつつ、無駄を省き、 

有効に使う』ことができると最高ですね！ 

曇りの日が続いたかと思ったら猛暑が続いたり…気温や湿度の差が大きく、疲れ

がたまっていませんか？ 8月は暑過ぎず、“北海道らしい夏”が続いて、たくさん

戸外で過ごせることを期待したいですね(笑)。 

7月に入ってからは十勝の新型コロナ感染者も落ち着きを見せ、センターの利用

者も平常を取り戻しつつあります。ただ、ワクチン接種も進んではいるものの、ま

だまだ油断はできない状況です。そんな中でもストレスを溜めず、親子で楽しい時

間が過ごせるように活動したいと思っていますので、ご利用の際は感染対策のご理

解とご協力を宜しくお願い致します。 

第２回ぱぱとあそぼう 【パパと(ママも)水遊び＆シャボン玉遊びを楽しもう！】のお知らせ 

 水を使った遊びを紹介します。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。みんなで解放的な気分を味わいましょう！ 

【日 時】令和3年８月29日（日）午前10時～午前11時30分 

【場 所】札内さかえ保育所 園庭 

【対 象】就学前のお子さんとパパ ※きょうだい、ママの参加も可(パパの参加は必須) 

【定 員】各部20組程度 

【持ち物】飲み物、帽子、タオル、バスタオル、汚れてもよい服装 

【申込み】８月23日（月）までにあおば分室に申込みください。 

【その他】悪天候の場合は、下記のように2部に分けて、あおば分室で実施します。 

・第１部(3歳未満)午前10時00分～午前11時00分（受付：午前９時30分～） 

     ・第２部(3歳以上)午前11時15分～午後12時15分（受付：午前10時45分～） 

      悪天候及び中止の場合は、前日に参加申し込みをされた方へ直接ご連絡します。 

詳しくは、あおば分室へお問い合わせください。 

一時保育から 
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あおば分室　８月の予定
日 月 火 水 木 金

きりん

にこにこ にこにこ

振替休日 あそびの広場 ばぶばぶ健康相談

（さつない） （午後）

土

あそびの広場

（まくべつ）
のびのび ひよこ ばぶ・ひよ うさぎ

職員打合せ ばぶばぶ にこにこ

山の日

移動あそびの広場

（きた）

のびのび ばぶばぶ にこにこ にこにこ

にこにこ ひよこ ばぶ・ひよ うさぎ

移動あそびの広場

（あおば）

にこにこ にこにこ ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

きりん のびのび ひよこ 子育て講座 うさぎ

ぱぱと
あそぼう

きりん にこにこ

にこにこ 来室相談 ばぶばぶ 保育準備 にこにこ

きりん すくすく相談 ひよこ 親子遊び うさぎ

　

　

　

　　♥兄弟で利用の方は、都合の良い日にご参加ください

にこにこ のびのび

　★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。
※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。

　★ひよこの日 １歳のお誕生日を迎えたお子さん

　★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）

　★きりんの日 2歳児以上（H26年４月２日～H30年４月１日生）

あおば分室の利用について
密集・密接を回避するとともに【にこにこの日】への分散利用を考え、定員12組程度まで

の予約制とさせていただいています。予約は、利用時または電話で受け付けています（当日

も可）。予約状況によって人数調整をさせていただく場合があります。ご理解、ご協力をお

願い致します。

のマークの日は６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

★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・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～）

★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

★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。

※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。

☆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。

のマークの日は８月生まれの誕生会を行います。

♥きょうだいで利用の方は、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（R2年４月２日～R3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

うさぎの日～１歳児（H31年４月２日生まれ～R2年４月１日生）

きりんの日～2歳児以上（H27年４月２日～H31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

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。

※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。

☆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

相談では、身長、

体重の計測時に

バスタオルを使

用しますのでご

用意ください。

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。

★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（青葉保育園は11時15分までになります。）

＊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。

親子遊び【縁日ごっこ☆】
毎年恒例の「縁日ごっこ」です！夏らしく、浴衣や甚平を着ての参加も大歓迎ですよ♪今

回のテーマは「乗り物」です！楽しいお店を企画してお待ちしています。

【日 時】令和３年８月26日（木）

【第１部】午前10時～10時45分（受付：９時45分～）※満２歳未満対象

【第２部】午前11時～11時45分（受付：10時45分～）※満２歳以上対象

きょうだいでの参加の場合は、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】各20組程度

【持ち物】飲み物、景品を入れる袋

【参加費】お子さん１人につき100円

【申込み】８月20日（金）までにあおば分室に申込みください。

【その他】コロナウイルス感染拡大等で中止になる場合は、参加者の方にご連絡いたします。

○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

子育て講座【子どもが喜ぶ⁈～遊び（玩具）選びと遊び方の工夫】
玩具を選ぶ時に、「何を選んだらいいの？」と悩むことはありませんか？また、「どう

やって一緒に遊んだらいいの？」という声も聞かれます。そんな悩みをみんなで共有して考

え、解決のヒントを見つけたいと思います。子どもの興味を広げ、家庭での遊びをより一層

楽しくしましょう！

【日 時】令和３年８月19日（木） 午前10時～11時30分 （受付：９時30分～９時50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

【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】飲み物（水筒にお子さんの名前をご記入ください）

【申込み】８月16日（月）までにあおば分室に申込みください。

【その他】コロナウイルス感染拡大等で中止になる場合は、参加者の方にご連絡いたします。

☆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。

午前

９時30分

～10時30分

午後

13時30分

～15時30分


