のびのびつうしん

操南保育園

操南子育て支援センター

梅雨が明けた途端、梅雨のような毎日が続きましたね。７月は天候不良で夏の遊び
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がほとんどできなかったのですが、８月は真夏の太陽の下、楽しめるといいなぁと思
い計画しています。親子で一緒に楽しみましょう。

※講座以外の日も夏の遊びを行うことが
あります。下記の『おしらせ＆お願
0 い』を読んで、必要な物を持ってきて
くださいね。

８月の予定
月

＊開設時間・・・10：00～15：00
14：50 からはみんなでお片づけタイムです。子どもたちと一緒にお手伝いを
お願いします。15：00 には門外へ出られるようにご協力ください。
※予約が必要な講座は 1 週間前までの事前予約にご協力ください。予約が 1 組以下の場合は講
座を中止し、通常利用のみとなります。

火

１

２

※今回の『みんなではなし隊』
は、なかよし広場（りす・う
さぎ・もも）に参加される方
を対象に行います。

８◇なかよし広場

９

水

木

３◇なかよし広場

４◇なかよし広場

りす・うさぎ・もも
(園庭)
※要予約：８組程度
10:10～11:00
『夏のあそびを
楽しもう！
（絵の具遊び他）』
★みんなではなし隊
10:40～11:00
～プチストレス解消法
を教えて‼他～

ひよこ(園庭)
※要予約：５組程度
１０:１０～1０:４０
『夏のあそびを
楽しもう！
（色水遊び他）』

10

11

りす・うさぎ・もも
(園庭)
※要予約：10 組程度
10:10～10:40
『夏のあそびを
楽しもう！
（色水遊び他）』

15
休業

17
休業

23

24
・９月つうしん発行

ひよこ(園庭)
※要予約：５組程度
１０:１０～1０:４０
『夏のあそびを
楽しもう！
（感触遊び他）』

29

５

30

土
６

日
７

休業

12◎わくわく広場

山の日

13

おとうさんもあそび隊
（園庭）
※要予約：5 組程度
10:10～10:40
『夏のあそびを
楽しもう！』

休業

16

22◇なかよし広場

金

18◇なかよし広場

19◇なかよし広場

ひよこ(園庭)
※要予約：５組程度
１０:１０～1０:４０
『夏のあそびを
楽しもう！
（感触遊び他）』

ひよこ(園庭)
※要予約：５組程度
１０:１０～1０:４０
『夏のあそびを
楽しもう！
（感触遊び他）』

25

26★おはなしの日
11:15～11:30

休業

14
休業

20

休業

21
休業

27

休業

28
休業

休業

31

★おおきくなったかな？
～身体計測～
11:00～12:00

令和４年度なかよし広場年齢別グループ
※なかよし広場に参加する時は下記のグループを確認してください。
○ももグループ：H30 年 4 月 2 日～Ｈ31 年 4 月 1 日生まれのお友だち
○うさぎグループ：Ｈ31 年 4 月 2 日～Ｈ31 年 4 月 30 日生まれのお友だち
Ｒ元年 5 月 1 日～R2 年 4 月 1 日生まれのお友だち
○りすグループ：Ｒ２年 4 月 2 日～Ｒ３年４月１日生まれのお友だち
○ひよこグループ：Ｒ３年４月２日～Ｒ４年４月１日生まれのお友だち
○プチひよこグループ：Ｒ４年４月２日～生まれのお友だち
プラス出産予定の方

※８月の『なかよし広場』
『わくわく広場』
に参加される方は、裏面のお知らせも必ず
お読みください。

おしらせ＆おねがい
○園庭・支援室共に、夏休み等でも小学生の方は利用できません。
○講座以外の日も夏の遊びを行うことがあります。お茶、帽子、着替え、タオル、
ビーチサンダル（濡れてもいい靴）の用意をお願いします。
（※タオルの貸し出
しはしていませんので、各自忘れないようにご準備ください。）
○園児が園庭で水遊びをしている所は通らずに支援室へ入るようにして下さい。
また、園児が園庭を使用している時は、室内利用にご協力ください。
○予約制の講座を園庭で行っている時間帯は、室内利用にご協力ください。
○園庭遊具を使う際には、ビーチサンダルやクロックス等では危険ですので、運
動靴の準備をお願いします。
○午後から園庭を使用する時は、南園庭をご利用ください。園舎に近い園庭の午
睡時間帯の利用はできません。

講座に関するお知らせ＆お願い
○園庭での講座は、雨天や園庭の状態で中止になることがあります。どちらか判断できない場合は、当日 9:30 以降に電話でお問
い合わせください。
（０８６－２７７－６６６１）
○予約制の講座は準備の都合がありますので、１週間前までの事前予約にご協力お願いします。尚、１週間前までに予約１組以下
の場合は講座を中止しますのでご了承ください。講座が中止の場合は通常利用となります。
○８月の『なかよし広場（※要予約）
』は、夏の遊びを行います。親子共に活動しやすく、汚れてもいい服装でお越しください。
タオル、着替え、ビーチサンダル（濡れてもいい靴）の準備もよろしくお願いします。また、感触遊び等の素材の参考にします
ので、初めて参加される方は予約の際にアレルギーの有無をお知らせください。
○８月の『おとうさんもあそび隊（※要予約）
』は、夏の遊びを行います。お座りができるお子さまから参加出来ます。タオル、
着替えをご準備下さい。
○講座後に園庭遊具を使う際には、ビーチサンダルやクロックス等では危険ですので、運動靴の準備をお願いします。
○3～5 歳児で講座に参加される方は、
『なかよし広場 もも 』の日程にご参加下さい。
○講座などの内容について分からないことがあれば、お気軽にお問合せください。

にこにこ写真館

保健師の河上さん。
夏の過ごし方につい
て、生活リズムや遊
びなども併せ、幅広
くお話してください
ました。

～子育て支援センターでの様子を掲載します。～
初めての場所でも、色々
な事を吸収しようと積極
的に会に参加してくださ
り、その姿勢に、職員も学
びの大切さを改めて感じ
る事が出来ました。

中区保健センターより、保健師の河上さんに来園していただきました。
（※保健センターに実習に来ていた学生さんも一緒に会へ参
加してくれました。
）座談会形式での会は終始和やかに進み、個別相談にも対応していただいていると、気付けば予定時間を大幅に
過ぎてしまっていました。子育ての疑問や悩みはつきませんよね。他の人と話すことで、共感したりアイデアをもらえたりすること
があると思います。子育て支援センターはもちろん、保健センターも、子育て親子の強い味方です！たくさんの安心できる場所を地
域に増やしていき、地域みんなで子育てをしていきましょう。気軽にご利用くださいね。

てつだい隊、始動中！

操南子育て支援センター利用について
＊改めて確認お願いします＊

操南子育て支援センターでは、
『てつだい隊（ボランティアさん）
』を募集しています。
「ボラン
ティアさん」とか「募集」などというと、なんだか大げさですが、操南子育て支援センターを一

○園庭・支援室共に、夏休み等でも小学生の方は利用できま
せん。

緒に盛り上げてくださる方のことです。
『てつだい隊』として、講座をお願いすることも多かったのですが、もっと普段から子育て支
援センターを盛り上げてもらいたいという思いから、今年度は講座以外の場面でもみなさんの力
をお借りしようと考えています。例えば、
【我が子以外の子どもたちと関わってみる】
【子どもた
ちと一緒に片付けをする】等です。もうすでに、してくださっている方はたくさんいますので、
何を改めて・・・・と思う方もいるかもしれません。でも、この何気ないことが大切な力なので
す。子育て支援センターを利用する中で、
「してもらう」だけでなく「自分から行動する」ことで、
子育てを違う角度から見ることができるかもしれません。もちろん、親子にとって無理があるの
なら意味がありません。気持ちに余裕がある時に、
「ちょっと積極的になってみよう！」でいいの

○南園庭を使用する時は、保護者の方が門の開閉するよ
うにしてください。お子さまが開閉すると手を挟むな
どして危険ですので、ご協力お願いします。
○保育園児が水遊びをしている場合、園庭利用の時間帯
をずらしていただくようにお願いします。園児の活動
終了後に園庭利用が出来ますので、ご協力よろしくお
願いします。
○保育園内・子育て支援センター内で感染症が流行する
ことがあります。子育て支援センターを利用する際は

です。操南子育て支援センターを一緒に盛り上げていきましょう♪

保護者の判断でお願いします。熱が 37.5℃以上ある
場合や風邪の症状がある場合は利用をお控えいただき
おはなしの日に、
『キャベツくん』
の絵本を読んで
くれました。

ますようご協力お願いします。
○支援センターを利用する時は手洗い、アルコール消毒
をしてから遊ぶようにしてください。また、感染症予
防のため、保護者の方はマスクの着用にご協力をお願
いします。併せて来園時には検温のご協力もお願いし
ます。

感触あそびの後、職員が
子どもたちと他のこと
をしている間に参加し
ていた方が片付けてく
れました。

○子育て支援センター内は換気のため常時窓が開いてい
ます。気温に応じて、衣服調節を各自でお願いします。
○農業用道路は時速 30ｋｍ以下で走行し、宮道前の一
旦停止を守りましょう。
（詳しくは令和 4 年度案内版
『キャベツくん』
長

新太

文・絵

文研出版

をご確認ください。）
※ルールを必ずお守りください。お互いに気持ちよく利
用するためですのでよろしくお願いします。
その他、子育て支援センター利用について不明な点が
ある場合は、職員までお問い合わせください。

