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５月１１日（水）のわんぱく広場は、天候に恵まれ暖かい陽射しが降り注ぐ
中、１０組の親子が遊びに来てくれて『シャボン玉あそび』を楽しむことがで
きました。程よい風が吹くたびにシャボン玉が空高くあがり、じ～っと見上げ
て嬉しそうに声をあげる子どもたちでした。
また、滑り台やブランコなどの遊具で遊んだり、砂場でケーキを作ったり、
外遊びを満喫している親子の笑顔もたくさん見られました。

子育て支援センターの手作りシャ
ボン玉液を使って遊びました。
どこまで飛んでいくかなぁ？

お空にとんでいけ～♪

『楽しい～ 』
大好きなブランコに
のってニコニコ♪

実際に人形のせなかを叩く異物の吐き出し方や AED の装置を見せて
もらい、専門的な知識を学ぶことができました。熱心にメモを取りなが
ら、終始、真剣に話を聞く姿が見られていました。

5 月 21 日（土）、浦河消防署より救急救命士を講師に招き、「乳幼

講座中は託児も行われ、りすグループのお部屋でそれぞれが好きな玩

児の事故防止と応急手当」についての講座を実施し、10 名の親が参加

具で遊んだり、前庭ではブランコや滑り台等の

をしました。

遊具に乗ったり、砂場で遊びながらスタッフ

乳幼児期に起こりえるやけどや誤飲等の事故や、熱性けいれん等の

と過ごし、講座が終わ

病気の応急手当について等、確認を

るのを待っていました。

しながら丁寧にお話をしていただき
ました。事前に予習をして講座に参
加をされた方もいて、関心の高さを

ご参加ありがとうございました！

感じました。

浦河町では公式 SNS を開設しています。
毎月発行している子育て通信「えがお」では、育児
に関する情報、事業内容・日程、わらべうたの紹介等
をしています。

◆子育て通信「えがお」の配置場所◆
・勤医協病院
・子育て支援交流施設
・パセオ堺町店
・ぱんぱかぱん

・役場
・保健センター
・生協東町店
・日赤病院小児科

浦河町公式 SNS では、町からのお知らせの他に、子育て支援センター事
業の「子育て講座」や「あそびの広場」の情報も発信しています。
※投稿に対するコメントには返信できませんので、お問い合わせ等は
直接子育て支援センター(☎２４―４１４１)までお願い致します。

スキンシップの基本は、子どもが求めてきた時に、愛情を込めてしっかり抱きしめること。幼児期には加えて頭をなでてほめ
る、背中を優しく叩いて励ますなど日常のスキンシップを増やすことが大切になります。

『脳と心はふれあいではぐくまれる』

『ふれあいの多い子ほど、その後の自立が早くなる』

◆優しく触れると「人って温かく心地よくて安心できる存在」と

◆スキンシップは心の栄養。笑顔の触れ合いを増やすと心が安定

いう、人への信頼感が育ちます。
◆小さい頃から親とのスキンシップが多かった子は「自分は生きて

しお母さんを安全地帯として、困った時は戻れる場所と認識し
て子どもは外の世界にどんどん出ていけるようになります。

いる価値がある存在」という自尊感情が持てるようになります。

『皮膚と脳はきょうだい！』
◆皮膚と脳は同じ細胞層から作られています。受精卵は時期が来る
と３つの細胞層に分かれ、一番外側の細胞層から皮膚と脳がつく
られます。皮膚と脳はきょうだいで、皮膚は「露出した脳」とい
えます。皮膚からの情報はダイレクトに脳に届くのです。
◆優しく温かなスキンシップは子どもの脳を心地よく刺激して、感
受性が豊かになるなど、発達に良い影響をもたらしてくれます。

抱きしめるのは苦手でも、笑顔で温かな言葉をかける、軽
く手を握ったり、頭をなでたりするスキンシップをしてみる
ことで幸せの根っこが育っていきます。

子育て講座として『ベビースイミング』を 7 月に実施予定です。
詳しい内容については、子育て通信『えがお』７月号にチラシを添付しますのでご覧ください。

＊新型コロナウイルス感染状況により、今後予定しているわんぱく広場、
子育て講座を延期、または中止する場合があります。予めご了承ください。

わくわくランドの
終わりの時間に、スタッフ
が読み聞かせをします
レタスやトマト、ハムにチーズ…いろいろな食べ物
が登場します。ふわふわの食パンにバターを塗って、
さぁサンドイッチを作りましょう！

♪ポケットのなかには～ではじまる、童謡「ふしぎなポ
ケット」のパネルシアターです。
ポケットをたたくたびに、ビスケットが一つ、また一つ
と増えていきます。こんなポケットがあったらいいですね。

《じー じー ばあ》
＊ハンカチ、又はハンカチサイズ程度の布を
つかったわらべうたです。
＊向かい合うことで、お子さんの表情や反応
を見ることでき、更に楽しめます。
＊仰向けに寝かせてあげてもご楽しめます。
＊ゆったりとしたリズムで遊びましょう。

６月

♪じー じー ばあ じー じー ばあ

ちりん ぽろんと とんでったー

・
「じー じー」と言いながら、お子さんの顔の前にハンカチをかざして２回
上下に動かし、「ばあ～」で布から顔をのぞかせます。
・「ちりんぽろんと」と言いながら、左右にゆっくりとゆらし、「とんでった
ー」でやさしくハンカチを舞わせます。

ふれあい公園で遊ぼう‼

日

時

６月８日（水）

１０時～１１時３０分

場

所

堺町ふれあい公園【住所：浦河町堺町東１丁目】

日

時

７月１３日(水)

９時１５分

現地集合＊場所が分からない方はスタッフにお尋ねください。

役場前出発

１２時

役場前到着

バスを利用せずに現地からの参加も可能です。その場合も申
し込みをお願い致します。

広い公園で親子でボールや遊具であそびましょう♪

東町、幌別からのバス乗車も可能ですので、ご希望の方は、
申し込みの際スタッフにお伝えください。

※雨天時は子育て支援交流施設で、制作や段ボール
遊びを行います。

持ち物

着替え 各家庭で必要な物
※戸外での活動になりますので、上着、帽子の
準備をお願い致します。

申し込み締切：６月３日（金）

先着１２組

場

所

アポイ山麓自然公園

（様似町）

アスレチックや川遊びをします。お弁当は食べません。

持ち物

飲み物・おやつ・着替え・帽子・タオル
親子の水遊び用サンダル又は靴
その他各家庭で必要な物

申し込み締切：６月３０日（木）

先着１２組

◆ベビーカーが必要な方は、バスに乗せることもできますので、
スタッフにお伝えください。

申し込み

子育て支援センター（☎２４－４１４１）

※わくわくランド、のびのびキッズに参加した際の申し込みも可能です。
●事業中、保護者の方はマスク着用をお願い致します。
●保護者、お子さんに風邪の諸症状（発熱、喉の痛み、咳、鼻水、倦怠感など）がある場合、また、通っている幼稚園・保育園（所）が
新型コロナウイルス感染の為、登園（所）の自粛や休園（所）をしている場合も、あそびの広場の参加はお控えください。

子育て支援センター事業は、浦河町民未就学児が対象です。

日

月

火

水

木

１
参加予約数は 12 組
までになりました。

１２

１９

２６

２

３

６

７

【親子ヨガ】
10：50～11：30
８

●わくわくランド
～ありグループ～
9：30～11：30

●わくわくランド
～りすグループ～
9：30～11：30

●わんぱく広場
【ふれあい公園で
遊ぼう】

●のびのびキッズ
13：30～16：00
１３

●のびのびキッズ
13：30～16：00
１４

10：00～11：30

●わくわくランド
～ありグループ～
9：30～11：30

●わくわくランド
～りすグループ～
9：30～11：30

●のびのびキッズ
13：30～16：00
２０

●のびのびキッズ
13：30～16：00
２１

●わくわくランド
～ありグループ～
9：30～11：30

●わくわくランド
～りすグループ～
9：30～11：30

●のびのびキッズ
13：30～16：00
２７

●のびのびキッズ
13：30～16：00
２８

●のびのびキッズ
９：30～11：30
13：30～16：00

●のびのびキッズ
９：30～11：30
13：30～16：00

１５
●のびのびキッズ
９：30～11：30

土
４

９

●わくわくランド
～うさぎグループ～
9：30～11：30
●のびのびキッズ
13：30～16：00
１０
１１

●のびのびキッズ
９：30～11：30
13：30～16：00

●わくわくランド
～うさぎグループ～
9：30～11：30

●のびのびキッズ
●子育て講座
【ベビーマッサージ】 ９：30～11：30
10：０0～1０：3５ 13：30～16：00

あそびの広場の

５

金

１６
●のびのびキッズ
９：30～11：30
13：30～16：00
うらら号巡回日

●のびのびキッズ
13：30～16：00
１７
１８
●わくわくランド
●のびのびキッズ
～うさぎグループ～ ９：30～11：30
9：30～11：30

２２

２３

●のびのびキッズ
13：30～16：00
２４
２５

●のびのびキッズ
９：30～11：30

●のびのびキッズ
９：30～11：30
13：30～16：00

●のびのびキッズ
９：30～11：30
13：30～16：00

２９

３０

●のびのびキッズ
９：30～11：30

●のびのびキッズ
９：30～11：30
13：30～16：00

★のびのびキッズはカレンダーに記載している日時のみとなります。急遽お休みする場合は SNS でお知らせ致します。
新型コロナウイルス感染予防の為、わんぱく広場・わくわくランド・のびのびキッズへの参加はすべて予約制となります。
（申し込み先：☎０１４６－２４－４１４１）それぞれ毎回、１２組まで参加できます。 浦河町では公式 SNS を開設しています。子育て支援セン
ターからのお知らせも発信していますので登録をお願いし
●事業中、保護者の方はマスク着用をお願い致します。
ます。
●保護者、お子さんに風邪の諸症状（発熱、喉の痛み、咳、鼻水、倦怠感など）がある場合、
また、通っている幼稚園・保育園（所）が新型コロナウイルス感染の為、登園（所）の自粛や
休園（所）をしている場合も、あそびの広場の参加はお控えください。

町内の
子育てサービス

【保育所開放】
●第 1・3 木曜日
東部保育所

直接、希望の保育園（所）にお問い合わせください。

9 時 30 分～11 時 00 分

●第 2・４木曜日

☎２８－１０５４

雛菊保育園 9 時 30 分～10 時 40 分 ☎２２－３０１９
内容：６･７月～園庭遊び、土手すべり、てるてる坊主制作

内容：６月～シャボン玉あそび
荻伏保育所

☎２６－３１５６

くるみ保育所 10 時 00 分～11 時 00 分 ☎２２－２００４

内容：６月～段ボールあそび

内容：6 月～園庭遊び、ホール遊び

☆前日までの申し込みが必要です。保育園（所）で申し込み受付時間が異なりますので、
詳細は浦河町ホームページ、又は、あそびの森パンフレットをご確認ください。

【夢の国幼稚園・保育園】
色々なイベントが体験できます。
＊お問い合わせ先＊
夢の国幼稚園・保育園
☎０１４６－２２－３９６８

日
場
内

時：第 1・３ 水曜日 １１時～
所：浦河町立図書館
容：絵本の読み聞かせ、手遊び等
☆参加の場合は予約が必要です。
＊お問い合わせ先＊
浦河町立図書館
☎０１４６－２２－２３４７

【浦河フレンド森のようちえん子育て支援】
友達を作ったり、色々な遊びを楽しんだり、
子育ての悩みを相談したりできる場所です。
＊お問い合わせ先＊
浦河フレンド森のようちえん
☎０１４６－２２－３３５４

