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令和３年８月２５日 

 

７月の利用状況 延べ人数  札内２１０名  まくべつ６名  

西公園の築山で、シャボン玉遊びや追いかけっこをして遊びました。転びながらも回を重ねるごと

に斜面に対して上手にバランスを取り、追いかけられる子も増えてきました。後半は気温がぐんと上

がり、水遊びを楽しむことができました。ジョウロで流して見たり触って楽しんだり、魚やアヒルの玩具

を浮かべ捕まえたりすくったりして遊びました。3歳位の子ども達は水鉄砲で、柱や屋根をねらい、的

当てを楽しんだりもしました。繰り返し楽しめたので少しずつ慣れてきて、体や顔に多少の水がかか

っても平気で遊べるようになりましたよ。“水”の不思議さに魅せられて、夢中で遊ぶ姿が見られまし

た。更に、色水や泡遊びなどの経験も広げられたらと思っています。 

記録的な猛暑が続いた後で急に気温が下がり、あまりの気温差に疲れてしまいそうで

すが、少しずつ朝晩の風は涼しくなり…季節は秋に向かっています。気温や天候に合わ

せて工夫する“過ごし方”が必要ですね。 

今年の夏もコロナの感染拡大は収まらず、各地のイベントも中止となり残念な気持ち

にもなりましたが、自宅でキャンプやアウトドアなど“過ごし方”が見直されています。

“どこに行くか”ではなく、“大切な人とどんな風に過ごすか・どんな経験をするか”が

大切なのだと感じます。そしてその中で“楽しむ”ことは、共感性を生みコミュニケー

ションを育む大切な経験です。センターでは、可能な限り行事を実施していますので、

親子・家族・友達と…是非、支援センターに遊びに来てくださいね。 

※あおば分室は、予約制になりました！事前に連絡をお願い致します。 

７月 親子遊び 【公園遊びを 10倍⁉楽しもう!】の紹介 
 17 組(36 名)が参加しました。前日に雨が降り、芝生や遊具も濡れていましたが予

定通り【若草南公園】で実施しました。複合遊具や砂場コーナー、築山コーナーでは段

ボールを使った滑り台、段ボールの箱やボードを使ったそり滑りなどを楽しみました。

湿度が高くて予定通りにスピードが出ない面もありましたが、1歳未満のお子さんも段

ボールの箱に乗れば上手に斜面を滑ることができましたよ。友達に刺激されて複合遊具

に挑戦する子、初めて砂場遊びを経験し楽しすぎてハマってしまった子もいたようで

す。 

 後半は築山を利用してボール遊びやシャボン玉遊び、月齢の高いお子さんは三輪車や

スクーター遊び、風船などを使って追いかけっこなどを楽しみました。築山でのシャボ

ン玉は、年齢に関係なく(大人も)、大きな鈴なりのシャボン玉を喜んで追いかけました。

斜面を使って追いかけると、常に頭の傾きに変化が起きるので重心移動が難しく、バラ

ンス感覚を自然と養うことができます。自分で移動ができない子も“目で追う”だけで

相当なバランスを取っているのです。参加者からは「いつも芝生に座って帰ってくるだ

けだったので遊び方が具体的にわかり楽しかった。」「遊びの幅が広がった」「想像を超

えて親子で楽しめた。たくさんのママさんと会話ができ、自粛疲れの息抜きになった」

など、嬉しい感想を頂きました。 

一時保育から 

７月 子育て講座 【愛する家族を救う～命を守る備えを学ぼう～】の紹介 

７名が参加しました。特に“誤嚥”については管内でも事故があったばかりなので、

誤飲・誤嚥の違いと対処について詳しく学びました。対処と心肺蘇生は人形を使って実

技も行い、乳幼児にあった方法を体験しました。また、最近は新聞やTVで“巨大地震”

の発生についても報道されています。様々な災害グッズを紹介してもらいながら臨機応

変に対応できる術も学びました。家庭にある意外なものが役に立つことがわかり、驚き

の声もありましたよ。参加者からは「もっと多くのお母さんが知っていてほしいと思っ

た」「息子が何でも口に入れる時期なので、すぐに対処できることがわかりよかった」

「赤ちゃん向けの心肺蘇生を初めて学んだ」「“知っている・見たことがある”と実際に

できることは違うと感じた」などの感想を頂きました。災いは突然やってきます。今回

学んだ知識や経験が、いざという時の落ち着いた対応につながればと思います。 

ファミリー・サポート・センター主催【子育て講習会】のお知らせ 

9月８～10日の３日間、子育てに関する講習を百年記念ホールで開催 

します。「子どもの遊び」「身体の発達と病気」「子どもの事故～実践・予防 

・応急処置」など、身近な内容が含まれています。内容や時間帯などの詳細については広報

紙やＨＰでお知らせしていますが、興味のある方は職員に声をかけて下さい。 
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　★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）

　

　

　

　　♥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 にこにこ ばぶばぶ 保育準備

移動あそびの広場

（みなみ）
きりん のびのび ひよこ 子育て講座

にこにこ ばぶばぶ にこにこ

のびのび ひよこ うさぎ

敬老の日 移動あそびの広場 秋分の日

（きた）

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

（さつない）

にこにこ 職員打合せ ばぶばぶ にこにこ にこにこ

きりん のびのび ひよこ ばぶ・ひよ うさぎ
（まくべつ） （午後）

ばぶばぶ

あそびの広場

土

ひよこ ばぶ・ひよ うさぎ

あそびの広場 ばぶばぶ健康相談

あおば分室　９月の予定
日 月 火 水 木 金

にこにこ にこにこ

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９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【ベビーダンス☆リトミック】
音楽に合わせて体を動かしたり、触れ合いを通して親子の絆を更に深めましょう！ベビーダンス、リ

トミックが初めての方もインストラクターの方が優しく教えてくれますので気軽にご参加ください♪

【日 時】令和３年９月16日（木）

【第１部】ﾍﾞﾋﾞｰﾀﾞﾝｽ ※満1歳３か月未満対象

午前９時45分～10時30分（受付：午前９時30分～）

【第２部】ﾘﾄﾐｯｸ ※満１歳３か月以上対象

午前10時45分～12時00分（受付：午前10時30分～）

※きょうだいの方は、両方に参加も可能です。

【場 所】子育て支援センターあおば分室

【講 師】ベビーダンス＆リトミックスクールばんび 後藤 奈津美 氏

【定 員】各20組程度

【持ち物】飲み物、抱っこ紐（ﾍﾞﾋﾞｰﾀﾞﾝｽの方のみ）

【申込み】9月13日（月）までにあおば分室に申込みください。

【その他】動きやすく、裸足になれる服装でお越しください。

コロナウイルス感染拡大等で中止になる場合は、参加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

子育て講座【とってもお得！図書館活用術】
皆さんは図書館をよく利用しますか？図書館は本を借りるだけではありませんよ！本の選び方、

遊び方、図書館の楽しみ方など、まだ知らない活用方法を一緒に学びましょう♪

【日 時】令和３年９月30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】幕別図書館 図書係長 民安 園美 氏

【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）、図書カード（お持ちの方）

【申込み】９月27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。

午前

９時30分～12時00分

午後

13時30分～15時30分

４


