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スポーツの日 

休業  

11 
    

12◇なかよし広場 
りす・うさぎ (室内) 

※要予約：８組程度 

10:10～10:40 
『ふれあい遊びを 

楽しもう！』他 

13◇なかよし広場 
ひよこ(室内) 

※要予約：８組程度 

10:10～10:40 
『ふれあい遊びを 

楽しもう！』他 

14  

★おはなしの日 
11:15～11:30 

 

15 

休業 

16 

休業 

17◎わくわく広場 

おとうさんもあそび隊 

(園庭) ※雨天中止 

※要予約：5 組程度 

10:10～10:40 

『外で遊ぼう！』他 

18◇なかよし広場 
りす・うさぎ (園庭) 

※要予約：８組程度 

10:10～10:40 

『外で遊ぼう！』他 

※雨天中止 

19◎わくわく広場＆ 
あつまれあつまれ 

(園庭) ※雨天中止 

※要予約：10 組程度 

10:10～11:00 
『親子で体を 

動かそう！』 

20 
 

21◇なかよし広場 
ひよこ(室内) 

※要予約：８組程度 

10:10～10:40 
『ふれあい遊びを 

楽しもう！』他 

22 

休業 

23 

休業 

24◇なかよし広場 
プチひよこ(室内) 

※要予約：４組程度 

13:30～14:00 
『いっしょに 

話そう！』 

25 
・11 月つうしん発行 

 

★みんなではなし隊 

11:00～11:30 
～幼稚園・保育園って 

どんなところ？他～ 

26  

 

27 
 

28 

 

 

29 

 

30 

 

31       

 澄み切った青空が広がり、ようやく過ごしやすい秋の季節を迎えました。９月

は外遊びができないほど暑い日が続きましたね。気温の変化が大きかったこと

で、疲れが出てきていませんか？大人も子どもも、休息・栄養を十分に取って元

気に過ごしたいですね。 

 操南子育て支援センターで一緒に子育てしませんか？気軽に遊びに来てくだ

さいね。 

  

 ＊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、通常利用となります。 

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 

 

 

のびのびつうしん 

 

１０月の予定 
 

★おおきくなったかな？  

～身体計測～ 

11:00～12:00 

『なかよし広場：ももグ

ループ』の方で参加希

望の方は、職員までお

知らせください。 

＊てつだい隊募集＊ 

絵本の読み聞かせのお手伝いをしてく 

ださる方は、10/７までに職員まで 

お知らせください。（１～２名） 

操南保育園 

操南子育て支援センター 
第 253 号 令和４年 10 月号 

岡山市中区江崎 380－1 

TEL 086（277）6661 

ホームページアドレス  http://www.sounan.jp/ 

 

講座に関するお知らせ＆お願い 

○室内で予約制の講座を行っている時間帯は、園庭の利用をお願

いします。 

○予約制の講座に参加する場合、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。 

○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。 

○『なかよし広場 ももグループ』の方は職員までお声かけくだ

さい。 

○お茶・着替え等、必要に応じて持ってきてください。 

○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。 

＊てつだい隊募集＊ 

※現在、幼稚園・こども園・保育園等にお子さまが通園している方や、

過去 2～3 年（園の形態等が変更されている場合があるため）に在園し

ていた方で、幼稚園や保育園についてお話してくださる方を募集します。

ご協力いただける方は、職員にお声かけください。詳しくはその時にお

伝えします。 

http://www.sounan.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＊ 

○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

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

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。 

○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

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。 

 

にこにこ写真館  ～子育て支援センターでの様子を掲載します。～ 

ままごとコーナーに手作りおもちゃが加わりました。長年、Ｆ先生が欲しかったものをＳ先生が形に

してくれました。子どもたちが想像力を膨らませ、何かに見立てて遊んでくれるかなぁと思うと、な

んだかワクワクしてきます！子どもたちの楽しい発想を見逃さないようにしていきたいですね～♪ 

 味覚の秋です！ 
 魚や野菜・果物がおいしい「味覚の秋」を迎えました。旬の物を食べて、風邪な

どの病気にかからない、強い体を作りましょう。 

 

○魚を食べよう！ 

イワシ・サケ・サバ・サンマなどがおいしい時季ですが、それら

には DHA や EPA が豊富に含まれていて、脳の活性化などにも

効果的です。 

 

○きのこを食べよう！ 

        椎茸・しめじ・エリンギ・舞茸など、種類がたくさんありますが、

どれも食物繊維が豊富で、ビタミンＢ類、Ｄ類やミネラル、種類

によってはカリウムも多く、塩分の過剰摂取を抑えて、便秘や生

活習慣予防にもなります。低カロリーで栄養たっぷり、焼いても

炒めても煮てもおいしいですね。 

★薄着で過ごそう★ 
  

暑さも落ち着き、朝晩が涼しくなってくると、つい厚着にしてしまいがちです。

風邪をひかせないように・・・と考えてのことだと思いますが、日中に体を動かし

て遊ぶと汗をかき、それが冷えるとかえって風邪を引いてしまいます。綿 100％

の肌着は、服との間に空気の層を作り、温かさを外に逃さないので保温保湿に優れ

ています。そういったものも上手く取り入れていけるといいですね。子どもの活動

量にもよりますが、肌着を含めて２～３枚の服で上手に調節していきましょう。 

ウシさんとオオカミく

ん。ご飯の時間です。

さてさて、何を食べて

いるのかな～？ 

さっそく、Ｙちゃんがお弁当作り

です。 

「おべんとう できた！」と満足

そうなＹちゃん。Ｙちゃんは、お

母さんに「おいしそうに出来たね

～」と言ってもらい大満足♡ 

でも、Ｆ先生がカメラを向けた

からこの表情・・・恥ずかしくな

ってしまったのです。もちろん、

このあと、笑顔になったのです

が、カメラを向けるのはやめてお

きました．．．。 

大人が「これ、なぁに？何を作ったの？」と、１つ

１つ子どもに聞くよりも、子どもの「おべんとう で

きた！」を認めるような言葉を選びたいですね。些細

なことですが、言葉かけ１つで子どもたちの遊びが続

かなくなってしまいます。大人が遊びを決めつけてし

まう言葉は控えましょう。また、逆に、子どもが「み

てー！」と言っている（視線を送っている）時に、応

えないのも子どもの遊びが続かない原因の１つです。

子どもたちが遊んでいる時の言葉かけ、視線、表情な

ど、一緒に考えていきましょう。 

 

  

ままごとコーナーの１コ

マ。チェーンの形状から、

麺に見立てることが多いと

思いますが、その色から

『カレーライス』と言った

り『たまごやき』と教えて

くれたりする子もいます。

「えー！？見えないわ

ー！」と言ってしまう方も

いるかもしれませんが、子

どもの発想を受け取る、大

人側の力も育てていきたい

ですね．．． 


