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今年もコロナさんの頑張りで、あさひ児童館の行事も自ずから色々な制約を受け、たくさんの方々
にご参加いただく行事は、出来なくなっております。
先月の２７日には、学童さんの芋堀大会で、山口先生の畑でたくさんのお芋を収穫して大喜びでし
た。保育園児、学童合わせて９００株を掘ることになり、先生方も１０人余りが大奮闘をして、
焼き芋大会のお芋を GET することが出来ました。
桜が丘ならではの、楽しい秋の幸せを満喫した
一日でした。
今月は NPO 法人「環境みらい神戸」さまの御指導をいただき、新しい取り組みも始まっています。
いつ、何を、みんなで・・・? お楽しみに・・・。
今月は、法人創設者である「解脱金剛様の御生誕祭」を１１月２６日に開催させていただきます。
（本当は２８日です。）
こんごうさまのご生誕により、こうして毎日たくさんの学童や保護者の
皆様との、楽しいご縁ができました。
心からお祝いをして新年を迎える準備に入りたいと思います。
令和３年１１月１日

１２月の行事予定

１１月の行事予定
◎１１/２２（月）お誕生会

【学童のみ】

◎１１/２６（金）金剛様ご生誕祭

【学童のみ】

◎１１/２７（土）竹馬を作ってあそぼう
【学童希望者のみ】

◎１２/１５（水）クリスマス会 【親子クラブのみ】
◎１２/１６（木）お誕生会

【学童のみ】

◎１２/２４（金）クリスマス会

【学童のみ】

※以下の行事はコロナウイルス感染防止のため中止になりました

◎１１/

◎１２/２８（火）保育納め・大掃除

３（祝）親の会

◎１１/２７（土）みんなでわいわい収穫祭
☆ 1１月の農作業体験 予定☆
随時、児童館の掲示にてお知らせいたします。

今月の連絡事項
令和４年度の学童保育の申込み書類の配布

11月１日(月)～１２月１０日(金)まで

詳細は裏面に記載しておりますので、ご覧ください。
１１月２６日(金)

金剛様ご生誕祭について

しめなわ作り・クリスマスフェスタについて

【学童保育のお知らせ参照】
【行事についてのお知らせ参照】

先月の親子クラブ
桜が丘公園へ行きました。いつもと違う雰囲気の中で、きのこの
体操や大型絵本を見ました。
「だるまさんがころんだ」や、ボール
あそびをしたあと、どんぐり拾いもしました。
公園で拾ったどんぐりを使い、画用紙の上に絵の具を付けたどん
ぐりをコロコロと転がし、色とりどりの素敵な模様が出来上がり
ました。机を斜めにしてどんぐりを上から転がしたり、どんぐり
ゴマをしたり、コロコロ転がるどんぐりに夢中になっていたお友
だちでした。
ハロウィンでは画用紙に目・鼻・口・帽子を貼ってかぼちゃの
お面を作りました。おばけ風船運び、おばけ釣り、おばけボーリン
グ…盛りだくさんのハロウィンパーティを楽しみました。最後に
お菓子をもらい大満足のお友だちでした。

先月の親子サークル
今月はたくさんのお友だちが来てくれました。
1 歳児サークルでは運動会ごっこをしました。玉入れや
アンパンマン号レースを楽しみました！ハロウィンのお菓子ボックス
を作り、フォトブースで記念撮影もしました。
0 歳児サークルはハロウィンのおばけの手形をとり、お母さんに
おばけに帽子をつけてもらったり装飾をしてもらいました。 と て も
かわいいおばけができあがりました。
お母さん方のお話もはずみ、楽しい時間を過ごしてくださっています。

１１月は、こんなことをしてたのしみましょう！
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親子サロン
１１月１６日（火）１０:3０～１２:００
今月は「芸術の秋」を楽しみませんか？児童館では「大人の塗り絵」を用意しています！
親子サロンは、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。
卓球大会やハンドメイドの会等、お母さん発案のイベントをしてくださっても OK です。
ぜひご自由にお使いください。
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あさひクラブだより
足元でサクサクと音を鳴らす落ち葉や、木枯らしの寒さに冬の訪れを感じるようになりました。
10月は、緊急事態宣言も解除され、毎年学童さんが楽しみにしている「いもほり大会」、恒例になりつつある
「ハロウィンパーティ」…など目白押しの行事がたくさんありました。秋の行事を楽しみつつ、
「けん玉検定」
「カップス」など毎日の保育の中にも新しい挑戦を見つけ、取り組んでいきたいと思います。
体調を崩しやすい季節ですので、健康管理には十分に気を付けながら過ごしていきましょう。
ほいくもくひょう

１１月の保育 目

標

きんじょ

かんしゃ

○ご近所に感謝する

こんごうさま

せいたんさい

○金剛様ご生誕祭

学童保育についてのおしらせ・・・

１１/２６（金）金剛様ご生誕祭
ご生誕祭では、果物のケーキを作ってお祝いいたします。
その際には、各家庭より、果物のご協力をお願いしています。

１１月２２日（月）２４日（水）の期間にお持ち下さい。
後日詳細のお手紙を配布いたします。ご協力よろしくお願いいたします。

先月の学童保育

１０月１５日(金) 綿花の収穫
山口先生宅の畑に綿花の収穫に行かせていただきました。
初めての収穫体験に目を輝かせている 1 年生。綺麗な形
の綿を見つけて見せにきてくれました。

10 月 27 日(水)

いもほり大会

楽しみにしていたいもほり大会がありました！
おいもに苦戦しながらも「先生！見て！
めっちゃ大きい！」と大興奮、大喜びの学童さんでした。

９・１０月の合同お誕生会

10 月 2９日(金) ハロウィンパーティ
「このおばけは誰でしょうゲーム」と「おやつ探しゲーム」をし
ました。とても楽しく、思い出に残るハロウィンパーティになり
ました。

10 月６日（木）

今月は、みんながだいすきな「箱の中身はなんだろな？」
をしました。そーっと箱に手を入れるお友だち…。
ドキドキわくわくで、大盛り上がりでした。
お誕生会メニューも美味しくいただきました☆

行事についてのお知らせ
今年度のしめなわ作り・クリスマスフェスタも
コロナウィルスの影響により残念ですが中止となりました。
しかし、今年も「しめなわ作り・クリスマスフェスタ」を
みなさんに楽しんでいただけるよう動画配信等の企画を考えています。
決まり次第お知らせいたしますのでお楽しみに★

今年度も申し込み期間が早くなっています。ご注意下さい。
が受付期間となっております。
学童保育は、１年更新となっております。常時保育だけでなく、長期期間のみの
利用の一時保育さんも必ず申し込みをお願い致します。
ご質問がありましたら、職員までお声がけ下さい。

現在、こども食堂「あさひキッチン」では、コロナウィルス
の影響を受けて、テイクアウトのお弁当として活動を続けて
います。火曜日のお昼のキッチンには、地域の小さなお子様
から、高齢者の方まで、木曜日の夜のキッチンには、お仕事で
忙しい保護者の方など、幅広い地域の皆様が利用をしてくだ
さっています。多い時には１００食以上のお弁当を用意して
います。
こうして活動を続けることができているのは、たくさんの
方のご支援あってこそ…はじめは１軒から始まった、農家の
方からのお野菜の提供が、どんどんとまごころの輪がつなが
り、声をかけて下さる農家様が増えていきました。先日も、田
園科学室の山口先生よりたくさんのお米を提供していただい
たり、毎週お野菜を用意して下さる田畑様から、あさひキッ
チンの話を聞き、大前孝夫様よりたくさんの玄米を提供して
いただきました。美味しいお米をたくさん
分けていただいた喜びと共に、温かい
気持ちに触れ、職員一同とても嬉しく
思っております。
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！

また、コープ様からも「フードドライブ」を通して、
たくさんの寄付をいただいております。年に数回、
西区役所でフードドライブの会があったり、コープ
桜が丘様も、度々お電話をかけてくださり、たくさ
んの食材を分けていただいております。
材料に使わせていただくのは、もちろん。お弁当
と一緒にいただいたお菓子を少しお渡しすると、と
ても嬉しそうに受け取って帰られます。
改めて、たくさんの方のまごころに支えられ活動
できていることを感じております。お弁当を通して
たくさんの皆様の元にもまごころをお届けしてい
きたいと思います。
学校のある日
： 下校後 ～ １７：００
学校が休みの日 ： １０：００ ～ １２：００
１３：００ ～ １７：００

