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３度目の非常事態宣言が発令され、保育園も児童館も、神戸市の通達と共にお手紙を皆様に２６日
にお届け致しました。 素晴らしい好季節を迎えて、色々な制限がありますが、出来る限りの配慮を
しながら楽しい児童館活動を続けていく所存です。
解除の日まで、学童以外の集まりは制限されましたが、地域の皆様に喜ばれている
「あさひキッチン・テイクアウト」は、ランチのほかにディナーも始まりました。
先月は、地元コープの店長様と担当の方がお越しいただき、勿体なくも沢山のお米の提供を戴きました。
西区では、無農薬野菜を提供してくださる沢山の方々もあり、本当に地域の温かい真心に支えられて
いる「あさひキッチン」です。 保護者がお仕事のため、一人や二人で夕食を食べているお友達や、
お孫さんを見ておられる祖父母の方々にも喜んで頂いております。コロナさんの頑張りにも負けず、
この桜が丘を地域の人々の温かい善意で、包み守り育てて行きたいと願っているあさひ児童館です。
令和３年 5 月１日

◎５/１２（水）お誕生会

【学童のみ】

◎６/１０（木）お誕生会

【学童のみ】

お誕生会は、緊急事態宣言の延長が予想される為
解除後に延期いたします。

◎５/２２（土）こどもフェスタ

☆ ６月の農作業体験 ☆
サツマイモの植え付けをしよう

感染防止対策のため、中止となりました。

☆ ５月の農作業体験 ☆
スイカのお世話をしよう

スイカのお世話をしよう
じゃがいも・玉ねぎの収穫をしよう

ジャムを作ってみよう

黒豆の種まきをしよう

今月の連絡事項

５月２２日（土）こどもフェスタについて
コロナウイルスの影響で民間児童館協議会・私立保育園連盟の判断で、中止となりました。
これからの時期暑くなってきますので、汗をかいたときや突然雨が降ったときのためにも
必ず上下一組の着替え、マスクの予備を持ってきて下さい。
また、落し物が増えていますのでお子さんの持ち物に名前を書いておいて下さい。
よろしくお願い致します。

先月の親子クラブ
令和3年度の親子クラブが始まりました。13組のお友だちと
お母さんが参加してくれています。
はじめに元気いっぱいに朝のご挨拶をしました。
出席調べの名前呼びでは恥ずかしそうにしながらも「はい」
とお返事してくれたり、にこっと笑顔を見せてくれました。
「アンパンマン」の手あそびや「地球がワッハッハ」の
体操も楽しんで出来ました。自由あそびではブロックや
ままごと、車など好きなおもちゃで楽しんでいました。
「こいのぼり」
「チューリップ」を元気いっぱい歌いました。
笑顔いっぱいのこあらクラブになるよういろんな楽しいこと
を計画したいと思います。

職員も子どもたちの
元気に負けないよう
自己紹介をしました。
その後、館長代理より、
児童館利用についての
お話もありました

先月の親子サークル
こぶた文庫では「だるまさんが」などのお話を、興味を持って
見てくれたり、名前呼びではかわいい笑顔を見せてくれました。
０・１歳児サークルでは、お母さんと子どものふれあいあそびや
体操、簡単な工作・お友だち同士でのあそび等を楽しみたいと
思っています。
また、お母さん方の交流の場になればと思います。
ぜひ児童館にあそびに来てくださいね。

５月はこんなことをしてあそびましょう！
にちようび

げつようび

かようび

すいようび

もくようび

きんようび

どようび
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1 1 日ま で緊 急事態 宣言 が発令 され てい るため 学 童保育 事業 以外 は休館 と なって おり ます。
解除されなかった場合、11 日以降の一般来館等につきましては、児童館までお問い合わせください。

９

１０

１１

１２

１３

１４

こあらクラブ

自由来館

０歳児サークル

ボールあそび

１６

２３

１８

１９

２０

２１

園庭開放

親子サロン

こあらクラブ

自由来館

１歳児サークル

２４
園庭開放

３１
３０

ママのおしゃべり

１７

あおむしの制作

10：00～11：30

園庭開放

２２

こぶた文庫

２５

２６

２７

２８

自由来館

こあらクラブ

自由来館

０歳児サークル

楽器あそび

１５

２９

ママのおしゃべり

毎月：第３火曜日 10：00～12：00
地域のお母さんと子どもを対象に、
児童館の遊戯室を開放しています。
お母さん発案のイベント等もしています。
ご自由にお使いください。
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あさひクラブだより
新年度が始まり、あっという間に1ヶ月が経ちました。初めての事にわくわく・ドキドキで緊張していた
1年生、1年生にいろんなことを優しく教えてくれる2年生以上のお兄さん・お姉さん。児童館で過ごす中で、
たくさんの成長を見せてくれています。緊急事態宣言が再発令されていますが、感染防止対策をしっかりしつつ
今月も元気いっぱいに過ごしていきたいと思います。
ほいくもくひょう

５月の保育 目

標

りょうしん

かんしゃ

○ 両 親に感謝する

しょくもつ

もの

かんしゃ

○ 食 物 やまわりの物に感謝する

先月の学童保育

４月５日（月）

◎４月９日（金）じゃがいもの芽出し

Shall We お花見

山口先生の畑に「じゃがいもの芽出し」に行きました。芽出しをすると
「日が当たってなかったらこんな色になるんや」と不思議そうにじゃがいもの
芽を見つめている学童さんでした。帰り道は、春を見つけながら帰りました！

恒例の手作りドーナツのふるまい
は大評判で、お土産をいただいた
学童さんと、ウォークインスルーで
はありましたがお花見を楽しむ事が
出来ました。

令和 2 年度に引き続き…

やりたいことリスト第 6 弾！

皿回し

「笑かし合い大会がしたい！」
の声にお応えして…
ジェスチャーゲーム大会を開催！
「めっちゃ楽しかった😊」と
たくさんみんなで笑えた 1 日でした！

けん玉

コマ回し

卓球
なわとび

４月のお誕生会
１年生にとって児童館での初めてのお誕生会。
「なにが始まるの？」とワクワク。２年生以上のお友だちが得意技を披露
してくれ、コマ回しやけん玉を見て「わー！すごい！」と感動していまし
た。お誕生会が終わったあとは、１年生も皿回しやコマ回しに夢中になって
いました！

交通ルールを守って
仲良く楽しく
帰ってきてくれています

1 年生がたくさん増えて、パワーアップした
児童館。春休み、楽しく過ごしました！

1 年生、頑張っています！
しっかり列になって
ワイワイにぎやかに
帰ってきてくれています！

３度目の緊急事態宣言を迎えています。
あさひ児童館では先日、もう一度感染対策について子ども
たちと一緒に考えました。

①帰館後、石鹸で手洗い・アルコールでの手指消毒
②宿題・おやつ・給食は、同じ方向を向いて座り、静かに
取り組む。
③おやつ以外では、マスクの着用。
※緊急事態宣言を受け、遊戯室や野外での活動も内容を
検討の上、マスク着用で取り組むこととなりました。
「あさひ児童館だけでなく、
日本のみんなが一緒に頑張る時！」だということを、
改めて確認をしました。２年生以上のお友だちが、１年生にも
たくさんのことを伝えてくれています。

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！

①暑くなってくる中、子ども達もマスク着用を
頑張っています。
汗をかいたり、マスクの匂いが気になったり、
マスクを落としてしまったりということが
あります。

ランドセルの中に、予備のマスクを２～３枚
いれておいてあげて下さい。
※予備がない場合、児童館のマスクを着用して
頂きますが、１枚５０円のマスク代を頂戴
致します。ご了承下さい。
②学童本人、また同居家族の方で、コロナウィルス
発症、濃厚接触者に該当する場合は、速やかに
児童館にお知らせください。
また本人の体調不良に限らず、同居家族の方の
体調不良が見受けられる場合は、

お休みをお願い致します。
子ども達の安全で健やかな毎日のため、
ご協力をお願い致します。
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

