第２回ぱぱとあそぼう
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【パパと(ママも)夏の遊びを楽しもう！】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。
【日 時】令和２年８月 23 日（日）午前 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
【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)
【持ち物】飲み物、タオル、バスタオル、汚れてもよい服装
【申込み】８月 18 日（火）までにあおば分室に申込みください。

曇りの日が多く、すっきりとした天気がなかなか続きませんが、8 月こそは“夏
らしい日”が続くように期待したいですね。
７月に入ってセンターの利用も平常を取り戻しつつあります。一方で、
“３密”
にならない対応も継続しなければなりません。ご不便をおかけしますが、利用する
皆さんに喜んでもらえる活動を提供したいと思っていますので、ご利用の際は、ご
理解とご協力を宜しくお願い致します。

一時保育から
６月の利用状況 延べ人数

札内１３２名

まくべつ１名

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」と傾斜に合わせてバランスを取りながら喜んで追いかけ
ています。2 歳位になると道具も使えるので、
“かわりばんこ”に保育士から受け取って楽し
めるようにもなりました。今後は、
“吹く”経験も加え、遊びを広げたいと思っています。
散歩では、手をつなぐことも上手になり、子どもたち同士でつなぐ場合もあります。お互
いに見たい・触れたいものが違って引っ張り合うこともありますが、力加減や相手の様子を
感じ取る経験にもなっています。また、暑い日は水遊びをする予定ですのでフェイスタオル
などを持参ください。着ている服・着替え・紙パンツ…全てに必ず名前を付けてください。

第１回ファミリーデ―【コロナに負けない公園遊び】の様子
天候に恵まれ、９家族 26 名が参加して、
“公園の遊具を使わずに楽しめる遊び”を体験
しました。築山に段ボールを繋げたものを敷いてできた滑り台は大人気！段ボールのそり
やボードを使って親子で滑って楽しむこともできました。押し車・スクーター・三輪車な
どの乗り物コーナーでは、それぞれの運動発達や興味に合わせて選び挑戦する姿が見られ、
“コツ”をつかんだ子もいたようです。この他、風船を使って追いかけっこやシャボン玉
なども楽しみました。今後の休日の過ごし方のヒントになってくれたら嬉しいですね。

【その他】○申し込みの取り消しは、あおば分室にご連絡ください。
なお、前日は子育て支援センター(26-4467）へお願いします。
○雨天の場合は、内容を変更して室内で行います。
○新型コロナウイルス感染拡大防止等のご協力をお願いいたします。
〇詳しくは、あおば分室へお問い合わせください。

6 月子育て講座【コロナに負けない！心と体のメンテナンス】の様子
12 名の方が参加して行いました。助産師の前川泉さんをお迎えして、季節によって体
の調子が変化することや新型コロナウィルスの影響でみられる不調など、助産師ならでは
の目線で具体的に説明していだたきました。お母さん同士でペアになり“される側”も“す
る側”も、お互いがメンテナンスにつながるというストレッチも行いました。あまりにも
気持ち良すぎて！？「旦那にもやってあげよう」という素敵な一言も…。この他にも「難
しくない内容で、体がすっきりした」
「むくみが取れて体がポカポカした」
「家族でも

やってみたい、先生の話もとても勉強になった」
「自分の体と向き合う時間になり、体
が軽くなった」などの感想をいただきました。心と体が気持ちよくなることによって、
家族にも良い影響が届きそうですね。
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あおば分室の利用について
通常利用に戻り、元気な皆さんにお会いでき、嬉しい日々が続いています。一方で、
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○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

１
３
４

親子遊び
保育準備

うさぎ
にこにこ

２

午前は９:30～12:00
午後は13:30～15:30

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8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
＊感染症予防のため、当面の間、
★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
昼食の利用は休止とさせていた
★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）
★ばぶ・ひよの日～【ばぶばぶ】と【ひよこ】のお子さん【新設】
だきます。ご協力よろしくお願
★ばぶ・ひよの日～【ばぶばぶ】と【ひよこ】のお子さん【新設】
１歳児（H30年４月２日生まれ～H31年４月１日生）
★うさぎの日
～
★うさぎの日～１歳児（H30年４月２日生まれ～）
いいたします。
★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）
午前、午後の利用後に、室内及
★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
び玩具の消毒を実施しています。
★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。
★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。
※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。
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。

今月は、恒例の「縁日ごっこ」を開催します！浴衣や甚平を着て夏の風情を感じなが
ら、縁日気分を一緒に味わいませんか？楽しいお店を企画してお待ちしています♪
【日 時】令和２年８月27日（木）※２部構成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
【対 象】0歳～就学前のお子さんと保護者
【定 員】1部、2部ともに20組程度
【持ち物】飲み物、景品を入れる袋
【申込み】８月20日（木）までにあおば分室に申込みください。

おもちゃの整理整頓って難しいですよね。「片づける時間がない」「子どもに整理整頓
を身につけてほしい」などの悩みをお持ちの方は、今回で解決しましょう！整理整頓で心
の余裕も生まれるはずです。参加をお待ちしています！
【日 時】令和2年８月20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】整理収納アドバイザー 松井 香織 氏
【定 員】20名程度
【持ち物】飲み物
【託 児】先着10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】８月18日（火）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。（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。

