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あさひ児童館だより
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://asahi-jidokan.jp
http://www.hoiku-kobe.or.jp/asahi
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ご あ い
「敷島の

大和心を 人とわば あさひににおう

にやって参りました。

９９４ー９９７２

さ つ

館 長 舟 橋
博
山桜花」と 本居宣長が読まれた春が、今年も桜が丘

大自然の運行は、狂いなく訪れてまいりますが、私たちの日常には、天変地変や

予想もしない出来事が訪れてまいります。
昨年度は、コロナ異変下でも皆様や職員のご協力により、何とか通常に近い児童館活動をすることが出来
ました。本当にありがとうございました。
今年は、地域の皆様に大人気のテイクアウトの「子ども食堂」も、心温かい皆様のご協力の下、時代に
乞う、ご期待！！

対応して、ランチとディナーのテイクアウトに変化します。

恵まれた桜が丘の大自然の中で、地元の先生方のご指導をいただき、貴重な体験をさせて頂ける今年の
児童館活動に、皆様のご参加とご支援、ご協力をどうかよろしくお願い致します。
令和３年４月１日

◎４/

５（月）shall we お花見【学童・学童保護者】 ◎５/１２（水）お誕生会

【学童のみ】

【学童のみ】 ◎５/２２（土）こどもフェスタ

◎４/１５（木）お誕生会

【学童・地域の皆様】
※雨天の場合は５/２９（土）に延期になります。

☆ ４月の農作業体験 ☆

☆ ５月の農作業体験 ☆
スイカのお世話をしよう

スイカを植えよう

学童保育についてのおしらせ・・・
４月３日（土）は、『あさひ保育園 入園式』のため、給食が準備できませんが、
８：００から１９：００までの学童保育を行います。
８：００以前に来館される方は、職員までご相談下さい。

①藤原先生
②イルカのトレーナー

①凪先生
②おまわりさん

①山地先生
②学校の先生

①職員の名前
②小さい頃の将来の夢

①知賀先生
②保母さん

①武美先生
②お医者さん
①片山先生
②ケーキ屋さん

①佐藤先生
②おもちゃ屋さん

①館長先生
②建築家

①米澤先生
②インテリア
コーディネーター

①松島先生
②ブライダルコーディネーター

先月の親子クラブ
ママプログラムで、お雛様の制作をしました。千代紙で着物を折り
髪の毛と顔の形を切り、クレパスで目と口を描きました。ひしもちの台紙に
張り、マスキングテープなどで飾り付けをしました。そのあとは保健師に
よる手洗い指導を受けました。紙芝居を見た後、手洗いの仕方を教えてもら
いました。
フォトフレームづくりではマスキングテープやシールでフレームが出来
ました。修了式に撮った写真を入れ、とても素敵な記念品になりました。
修了式では人形劇「バイキンマン、ブランコのせて」を興味をもって
見てくれました。一人ずつ修了証とメダルをもらいました。
今年はほとんどお休みすることなく元気にクラブに参加してくれました。
幼稚園・保育園でも元気いっぱい過ごしてください。
コロナウィルスで制限される中、保護者の方々のご協力をいただきまして
無事に終えることができました。ありがとうございました。

先月の親子サークル
1歳児サークルでは、走る動物の車であそびました
はじめは怖がっていたお友だちも楽しんでくれました。
手形でチューリップもしました。お母さん方のアイディア
満載の素敵な作品が仕上がりました。
0歳児サークルも手形に挑戦！初めての感覚に戸惑って
いるお友だちも・・・お母さん方は「初めて手形をとりま
した」と喜んでくださいました。
昨年度もたくさんのお友だちに来ていただきありがとう
ございました。今年度もあそびに来てくださいね。
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こいのぼりを作ろう

●１歳児サークル：４月１６日（金）
●こあらクラブ：４月２１日（水）●親子サロン：４月２０日（火）●０歳児サークル：４月２３日（金）
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令和３年４月３日

あさひクラブだより
ドキドキ、わくわくしながら迎えた 4 月。暖かな春の陽気と共に、新年度がスタートしました。３月末には
「新１年生がもうすぐ来るね」とみんなで話をしました。「お友だちいっぱい増えるんや」
「いろんなこと教えて
あげたい」と嬉しそうに話す学童さん。優しいお兄さんお姉さんになろうと、心の準備をしている学童さんを見
ていると、これからの１年がすごく楽しみです。
今年度も職員一同、安全面・衛生面に気を付けながら、子どもたちと一緒に楽しく有意義な一年を過ごしてい
きたいと思っております。ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。
ほ い く もくひょう

４月の保育 目 標
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○明るいあいさつを交わす ○ 新 しい生活の場を知る

先月の学童保育
◎３月 2５日（木）春を探しに行こう

◎３月１９日、26 日（金）
アイロンビーズ

やりたいことリスト第４弾！
天気が危ぶまれましたが、なんと予報が変わり「晴れ」！
日頃の学童さんの良い行いのおかげ…かな？
たくさんの春を見つけられました。

やりたいことリスト第 2 弾！
思い思いの素敵な作品が
仕上がりました！

◎３月 2９日（月）ドッヂボール大会
やりたいことリスト第３弾！たくさんの参加者が集まり、白熱した
戦いが繰り広げられました！最後にはエキシビジョンで優勝チーム
と先生チームの試合もして大盛り上がりでした！

6年生を送る会・進級お祝い会
◎３月３０日（火）
優勝チーム！
おめでとう！

桜の壁面を
みんなで作りました

３月のお誕生会
３月生まれのお友だちをお祝いしました。
「ひなまつり」を歌った後、知賀先生と凪先生の二人羽織
を見ました。段々と素敵になっていく先生に子どもたちも
大笑いでした。
ちらし寿司とケーキのごちそうを、おなかいっぱい
いただきました。

6 年間、あさひ児童館へ通ってくれた
6 年生を送る会をしました。児童館を
楽しく明るくしてくれた 6 年生へ、
感謝の気持ちを伝え、歌のプレゼント
をしました。
そのあとは、絵本の読み聞かせと、
ビンゴ大会をしました。今年は
「春ビンゴ」
。春にちなんだフレーズ
を書き入れていきました。ビンゴに
なったお友だちには、豪華景品が
当たり、嬉しそうなお友だちでした。
最後に、自分たちで作った
ホットケーキにトッピングをして、
美味しくてかわいいホットケーキを
いただきました。

３月７日（土）R．R．A（明石川清掃活動）
のあそびクラブの先生にご協力頂き、あさひ児童館・秋葉台児童館・あさひ保育園職員で、
明石川周辺のごみ拾いを行いました。
「ゴミはゴミ箱に捨ててくれたらいいのにな」と一言ぽつり・・・
しかし最後まで楽しみながら頑張ってくれた学童さん。あさひキッチンのお弁当をいただきました。

３月７日（土）おじいちゃんとおばあちゃんにお手紙を届けよう！
令和２年度は、きらく会の皆様と毎年恒例の楽しい行事が何もできずに終わりました。
健康に過ごし欲しいという願いとまた一緒に色んな事がしたいねという願いを込めて、
学童さんからのお手紙とあさひキッチンのお弁当とお菓子のプレゼントをさせて頂きま
した。

神戸煎餅協会様より
あさひキッチンへ
瓦煎餅を頂きました！

ステキなお返事が
届きました。

●５／２２（土）こどもフェスタ
実 施 日：５月２２日（土）※小雨決行
【雨天５月2９日（土）
】
●時
間：１０：３０～１４：００
●実施場所：しあわせの村 芝生広場
●申 込 み：不要
ご家族一緒に、お弁当を持って出かけられて
みては、いかがでしょうか．
．
．
～主催 民間児童館協議会・私立保育園連盟～

当日出席の学童さんは、しあわせの村で行われる
こどもフェスタにバスでおでかけをします。
必ず１０：００までに登館してください。
持ち物：お弁当、水筒、レジャーシート、ハンカチ
帽子、上着（カバンに入る薄めのもの）
お土産を入れるエコバッグ
忘れ物のないようよろしくお願い致します。
＊交通費のバス代は後日精算させて頂きます。

先日、６年生のお別れ会、進級お祝い会がありました。
あさひ児童館へ来たばかりの頃は、好きなように大騒ぎをしていた
１年生だったお友だちが、泣きそうになっているお友だちに何気なく
近寄って、さりげなく優しい言葉をかけてくれる素敵な６年生になって
いたり、大きな荷物を持っているとさっと駆け寄って、一緒に荷物を
持ってくれる３年生になっていたり、ケンカをしてしまったけれどお友
だちの気持ちを考えて、「やっぱりごめんね。」と言える１年生になっ
てくれていたり・・・
一人ひとりが心の優しい、温かいお兄さんお姉さんに成長してくれ
ていることを、色んな場面で感じています。
進級お祝い会では、「お友だちはもちろん、自分の良いところを見
つけて、お友だちや自分のことを大好きになって欲しい。」と話をしま
した。どのお友だちも魅力満載の素敵なお兄さんお姉さんです。

じどうかんにあそびにきてね！！
だれでもあそびにこれるよ！

学校のある日
： 下校後 ～ １７：００
学校が休みの日 ： ９：３０ ～ １２：００
１３：００ ～ １７：００

