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館長 舟 橋
博
かつてない異常な長雨が降り続き、各地で大きな被害が出ている昨今ですが、皆さまお元気ですか? コロナ
の蔓延で災害のボランティアにも行けない昨今、第４回目の緊急事態宣言が出される兵庫県となっております。
現代を生きる私たちが直面するこのうち続く試練は、何に気づけよ、悟れよという大自然からの天啓でしょう
か・・・?
８月５日の学童さんの納涼祭に向けて、７月から色々と準備を巡らし、当日は嬉しい楽しい内容で、ラストは
思いもよらぬ展開を味わったあさひ・秋葉台の学童さんでした。
何でもないと思った新館２階の「お化け屋敷」に腰を抜かし、肝を冷やし、キャーの大声が響き、オバケさん
も準備・手直し・練習を重ねていたようです・・・。
いつものように人と出会い、笑顔を交わしながら話し、食事し、楽しく買い物をして、各種のイベントに参加
する・・・。
こんな普通の毎日が、全て規制されてしまった今日になって初めて、普通と思っていた毎日は、
実はとんでもない幸せな毎日であったことに気づいた私たちです。 普通の毎日に、どれだけ感謝をしていたの
か？
あたり前ではなく、素晴らしく恵まれた毎日を過ごしていたことを、あたり前だと思い込んでいた、とんでも
ない不遜な私たち・・・。
古代からの戦乱、干ばつや飢饉の中でも、必死に我が子たちを守り、代々の命をつないで下さったたくさんの
先人たち・・・。
８月の終戦記念日に今日の平和社会の礎となられた先の大戦の犠牲者が、日本だけで
３１０万人もおられたという。 大切な歴史を忘れで過ごしていた私たちも、懺悔、反省、感謝の上に立ち、

これからも みんなで 明るく 強く 逞しく 頑張りましょう！！
令和３年９月１日

９月の行事予定
◎９/１１（土）お月見会

１０月の行事予定

【学童のみ】 ◎１０/

※コロナウイルス感染防止のため中止になりました

◎９/１５（水）お誕生会

６（水）お誕生会

◎１０/２７（水）いもほり大会

【学童のみ】
【学童のみ】

☆ 10月の農作業体験 予定☆

※お誕生会は、緊急事態宣言のため、日程変更となりました。

☆ 9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。

随時、児童館の掲示にてお知らせいたします。
※ 保育園運動会については、今月の連絡事項を
ご確認下さい。

今月の連絡事項
１０月１６日（土）に予定されておりましたあさひ保育園運動会への参加は、
運動会実施日が平日に変更、無観客で行われることとなりましたので、今年度も
学童・地域の皆様の参加は、ありませんのでご了承下さい。16日は通常保育となります。
9月1１日（土）に予定されておりましたお月見会は、
コロナウイルス感染防止のため中止になりました。ご了承ください。
まだまだ暑い日が続いております。暑い中でマスクをしていると、マスクが汗で湿り
不衛生ですので、マスクの替えを持たせていただきますようお願いいたします。

あさひ児童館・秋葉台児童館合同で納涼祭が行われました。
ドキドキ迷路と称した「おばけ迷路」…
参加するお友だち全員で、おばけから身を守ってもらえるよう願いを込めた「お守り」を
作ることにしました。保育園の先生方もお手伝いに来て下さり少し安心したような表情…
しかし、次に待っていたのは「怖い話 3 本立て」でした。泣いてしまうお友だちも…
とうとうやってきた「ドキドキ迷路」の時間…
真っ暗で何も見えない…怖いけれど、勇気を出してお友だちと
進んでいく姿を見て、とても頼もしく感じました。
そしてドキドキ迷路を一緒に乗り越えたお友だちと、
こんなことがあった！あんなこともあった！と楽しそうに
話す姿を見て、微笑ましく思いました。
夏休みの楽しかった一つの思い出となりました。

９月は、こんなことをしてたのしみましょう！
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・来館前 24 時間以内に 37.5℃以上の
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をしています。

発熱がある方は来館をお控えください
・児童館に来たら手洗い・手指消毒をしてください
・児童館での検温を記録用紙にご記入ください
・保護者の方は必ずマスクの着用をお願いします

以上 4 点を確認していただき、安全に楽しく過ごしましょう！
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あさひクラブだより

長かったようで短かった夏休みが終わりました。今年、オリンピックイヤーということで児童館でも
「あさひンピック」に取り組みました。週替わりのテーマに合わせたイベントの中から、やってみたい
ことを自分で選び、意欲的にいろんなことに取り組んだ、いつもとは一味違う夏休みになったのでは
ないでしょうか。子どもたちにとって素敵な思い出になっていたら嬉しいです。
夏休みの疲れもあるかと思いますが、生活リズムを取り戻し２学期も元気に過ごしていきましょう。
ほいく

ちいき

９月の保育

ひと

○地域の人とごあいさつ

チャレンジ ２週目は・・・

としよ

おそ

○お年寄りに教わる

「クリアスライム」
「ふわふわスライム」「にじみ絵うちわ」を作りました！
ビーズやキラキラのスパンコールを入れ、お気に入りのスライムができました！
にじみ絵をうちわに貼りオリジナルうちわも作りました！
クリアスライム・ふわふわスライム作り

はじめてふわっふわの
スライムを作ったよ！

にじみ絵うちわ作り

チャレンジ ３週目は・・・

「ボトルダーツ」「ボトルフリップ」等、ペットボトル遊びをしました！
すごい集中力で、自分との闘いに打ち勝ってぐんぐん記録を伸ばしたお友だち。
たくさんのシールをもらいました！
ヒットペット

パイルキャップ

ボトルフリップ

ペットボトルで
たくさんあそびました

ボトルダーツ…先生と勝負しています！

令和３年度の夏休みはどんな夏休みになりましたか？
今年は「あさひンピック」に取り組み、
ＩＡＣ委員会が発足され、みんなの前に出て指示や声掛け、
上級生は委員会の仕事をしっかりこなしてくれました。
毎週テーマが変わり、様々なことにチャレンジしてきました。
自分で参加するイベントを選び、意欲的にチャレンジし、
子どもたちの笑顔がたくさん見られたように感じます。
どんな夏休みになったかお家でもお話をしてみてください。

ミッドサマー チャレンジ
～真夏の挑戦～
先生を笑かす
玄関の靴を揃える
玄関の靴も
トイレのスリッパも
毎日お友だちが
揃えてくれました

一人ひとり、この夏に頑張りたいことを
考え挑戦しました。
「玄関の靴を揃える」
「お母さんのお手伝いをする」「宿題を
頑張る」
「先生を笑かす」…等、普段何気
なくしていることも、シールを集めると
やる気 UP！たくさん挑戦してくれました！

先月の学童保育

8 月３日(火)

おにぎらず DAY

コロッケ、卵焼き、お野菜にハム…たくさんの具材を自分で挟み
大きなおにぎらずを「おいしい」と口いっぱいに頬張っていました。

8 月２０日(金)

焼きそば DAY

昼食前、窓からいい匂いが入ってきて「焼きそばの匂いがする！
早く食べたいー！」とソワソワしていました！
お腹いっぱい食べて、大満足の子どもたちでした。

8 月３日(火)

すいかまつり

今年も学童さんがとても楽しみにしている
「すいかまつり」が行われました。
「いっぱいお代わりしたで」
「めっちゃ美味しかった」
と大満足の様子でした。

凪先生の
マジックショー！

かわいいおばけちゃんが
来てくれました！

８月のお誕生会
保育園の館内放送でのお誕生会に参加しました。
園長先生が児童館に来てくださってお誕生児と握手を
してくださいました。放送がかかり、保育園のお友だちと
一緒におばけちゃんを可愛くするためのゲームに参加

園長先生に握手して
もらいました！

しました！そのあとは凪先生のショータイム！マジック
を見て盛り上がりました！「コインが移動した！すごい！」
とマジックに目を輝かせているお友だちでした。

昼食は流しそうめんをいただきました。流れてくるおそうめんを見て
嬉しそうな学童さん。
「おはしで取るの難しい…」と苦戦しながらも、
お皿いっぱいに取れたおそうめんを、美味しく頂きました。

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 ： １０：００ ～ １２：００
１３：００ ～ １７：００

