７月 親子遊び 【親子で水遊び】の紹介
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８月の中旬になって急に猛暑が続きましたが、朝晩は涼しい風が吹き秋の気配も感じ
られる季節となりました。
例年、各地で行われているお祭りや花火大会が中止になり、寂しい気持ちになります
が、一方でキャンプ場などは混雑していて、
“大切な人と一緒に過ごす時間”が見直され
ています。人が集まり“一緒に楽しむ”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、
「新北海道スタイル」に基づき、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。

第 1 部（2 歳児未満）７組(14 名)、第 2 部（2 歳児以上）８組(21 名)の参加で
した。当日は、天候に恵まれて絶好の水遊び日和。第 1 部は、3 つのタライに分か
れて玩具やペットボトルの容器、砂場セットや水車など道具を使って自由に水の感触
を楽しみました。毎日お風呂に入っていても、
“水遊び”となるとまた違った体験…“人
生初”という子もいました。最初は不安な様子も見られましたが、徐々に慣れて“冷た
さ”
“水の流れ”
“ボールが浮いたり沈んだり”する様子など、興味を示して楽しむこと
ができました。
第 2 部は、
【あわあわコーナー】や【色水コーナー】が登場！最初は、離れてみてい
た子も泡立つ様子や泡の感触を楽しめていました。色水は、色の変化に不思議さを感じ
てどんどん混ぜる様子や、泡を使って“デザート”に見立てて楽しむ様子も見られまし
た。
今回は、
新型コロナ対応のため、
プールに入って遊ぶことはできませんでしたが、
“夏”
ならではの体験ができたのではないかと思います。

一時保育から
７月の利用状況 延べ人数

札内１９６名

まくべつ９名

曇り空が多かったものの、雨上がりの水溜りでバシャバシャと音や水が跳ねる様子を楽しんだり、
シャボン玉も継続して楽しみました。後半にやっと水遊びができましたが、“人生初”の水遊びの子も
いて、まずは触れるところから…。太陽の日差しや水の冷たさ、水に浮かんだお魚が動く様子…短い
時間でもたくさんの刺激が得られたようです。水遊びが大好きな子は、水の中に手を入れて顔にかか
っても平気で遊んでいました。また、いろいろな種類のジョウロや水車など、道具を使って楽しめる子
は保育所のお友達の遊びにも興味を持ち、水鉄砲の使い方を覚えた子もいましたよ！今後も暑い日
はもちろん水遊び！色水など水の不思議さや心地よさも味わいたいと思います。

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９～11 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。

７月 子育て講座 【プロが教える“いざという時”の応急処置】の紹介
13 人が参加し、けいれん、鼻血、誤飲など乳幼児に起こりやすい事故についての対
処法を学びました。特に、歩き始めから 3 歳ぐらいまでに多い“誤飲”については実
演も交えて詳しく知る機会となりました。また、家庭でも確認できるように『応急処置
についての冊子』も配布しています。参加者からは「「子どもが何でも口に入れる時期
なので危険について知ることができて良かった」「具体的な例も交え、対処方法がとて
も分かりやすかった」「年に 1 度はこういった講習に参加したい」などの感想を頂き
ました。
事故が突然起きた時には、慌ててしまい適切な対応はなかなかできないものです。知
識や経験によって“いざという時”の落ち着いた対応につながると思います。
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おじいちゃん、おばあちゃんに日ごろの感謝の気持ちをプレゼントにしてみません
か？渡したり、送ったり、リモートで見せることもできますね♪喜んでくれること間違
いなしです！ご参加をお待ちしています！
【日 時】令和２年９月17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１５組程度
【持ち物】お子さんの写真（縦８cm、横11cmに切り取ってください）
【申込み】９月15日（火）までにあおば分室に申込みください。
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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

２

４

あおば分室の利用について

１

２
利用者の増加による3密（密閉・密集・密接）になる可能性があることから、にこにこの日へ
の分散利用を考え、先月より、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、
３
利用時または電話で受け付けています。詳しくはあおば分室へ問い合わせください。引き続き、
４
ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

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９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。
♥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
★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）
★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】
★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～H31年４月１日生）
★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）
★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
。
※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 ～ 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。
☆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。

＊感染症予防のため、
当面の間、昼食の利
用は休止とさせてい
ただきます。ご協力
よろしくお願いいた
します。
午前、午後の利用後
に、室内及び玩具の
消毒を実施していま
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。

「イヤイヤ」「ケンカ」は、大事なこととわかりつつも、子育ての中でストレスに感
じてしまうこともあるのではないでしょうか？今回の講座では、ストレスと上手に付き
合って、子育ての時期を楽しく過ごすためのお手伝いができればと思います！お子さん
の成長の過程での悩みや困っていることなどを事前に募集します！気軽に楽しくお話し
したいと思います。
【日 時】令和2年９月24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】子育て支援センター 所長 牧田 博恵
【定 員】15名程度
【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】9月22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。

