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館長 舟 橋
博
コロナの蔓延で、先月は保育園と児童館だよりをまとめましたが、緊急事態宣言解除の今月は、
それぞれのおたよりを発行することが出来ました。
神戸市内の小学校では、タブレット端末を児童一人一人に配布して、今後の勉強等に活用される
ことが始まります。 放課後児童館に来館する子たちのために、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整えてお待ちして
おります。 さあ、時代は進む・・・。
１年延びたオリンピック・パラリンピックも、今月から開会されることとなり、世界中から選手や
関係者が憧れの国日本へ来られます。
コロナ渦ではありますが、日本でオリンピック開催の年に
出会える私たちは、なんと幸せ者でありましょうか?
世界中の人々に感動の輪が広がることを願い、みんなの温かい心で、世界のアスリートたちをお迎
えさせて頂きましょう。
ニッポン も ガンバレ！！
この夏の児童館は、毎日が楽しみの 夏となります。
おたのしみに・・・。
令和３年 7 月１日

８月の行事予定

７月の行事予定
◎７/

７（水）七夕かざり・お誕生会【学童のみ】

◎７/２８（水）創エネ神戸

【学童申込者のみ】

＊詳しくは、夏休み特別号（裏面）をご参照下さい。

◎８/

４（水）お誕生会

【学童のみ】

◎８/

５（木）納涼祭

【学童のみ】

◎８/

７（土）川魚採り

◎８/１８（水）同園会

【学童申込者のみ】
【卒園児のみ】

※コロナウイルス感染防止のため中止になりました

今月の連絡事項
今年度もコロナの関係で中止になった行事が
ありますので、夏休みの行事に関しまして
は、夏休み特別号をご参照ください。
暑くなってまいりましたので、
帽子・水筒・着替えを必ずお持ちください。

手形で作った虹が完成！！
みんなの気持ちも晴れますように…

◎８/２１（土）RRA（明石川・リバー・レンジャー）
おそうめんふるまい【学童・地域の皆様】
ＲＲＡ終了後、おそうめんのふるまいをさせていただきます！
学童さんも地域の方も、ぜひＲＲＡにご参加ください！
卒園児の方には、後日はがきにて詳細をお知らせいたします。

◎８/２８（土）竹で水鉄砲を作ろう
【学童申込者のみ】
＊夏休みについての詳細は、
夏休み特別号（裏面）をご参照下さい。

先月の親子クラブ
かさの制作では、シール貼りをしました。シール貼りがだいすき
なお友だちがたくさんでとても喜んで貼ってくれました。
カタツムリの制作ではクレパスでぐるぐると模様を描きました。
カラフルなカタツムリができました。
リズムあそびもしました。ピアノの音に合わせて、歩いたり
走ったりジャンプしたり、カタツムリやカエルに変身して雨の日の
お散歩をしました。
サーキットあそびで元気いっぱい体を動かして遊びました。
四角つなぎ・三角つなぎにも挑戦し、七夕飾りを作りました！
今月はサンサン体操をみんな上手にノリノリで踊っています。

先月の親子サークル
1歳児サークルでは、シール貼りやクレヨン、
父の日の足形取りに挑戦！ワクワク・ドキドキし
ながら楽しみました。
0歳児サークルに初めて参加してくれた2組の
お友だち。お母さん同士でお話も弾んでいまし
た！ゆったりと楽しんでいます。気軽に遊びに
来てください。

げつようび
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お休み明けは

１歳児サークル ９月３日(金)

こあらクラブ ９月１日(水)

０歳児サークル ９月１0 日(金)
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きんようび
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自由来館

保育園行事のため
一般来館は閉館です

６

７

８
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園庭開放

自由来館

こあらクラブ

自由来館

０歳児サークル

七夕の制作

１３

１４

１５

１６

園庭開放

自由来館

こあらクラブ

保育園行事のため
一般来館は閉館です

１歳児サークル

２２
自由来館

２３
自由来館

パラバルーンであそぼう

１９
園庭開放

２０
親子サロン

２１
自由来館

２７
自由来館

２８
自由来館

３

１０

２９
自由来館

１７

こぶた文庫

２１日～３０日も自由来館を実施していますが、夏休みのため小学生がたくさん来館しています。
また、学童行事のため、遊ぶ場所が制限されることがありますが、どうぞご協力お願い致します。

２６
自由来館

どようび

ママのおしゃべりクラブ

１２
10：00～11：30

１８

もくようび

５
10：00～11：30

１１

すいようび

◎７月１４日（水）お祭りごっこ

３０
自由来館

２４

３１

５・６月の合同お誕生会
先月のお誕生会は、５・６月の合同お誕生会でした。
ラインナップゲームやグループ作りゲームをした後
おいしいBBQメニューをいただきました。

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 ： ９：３０ ～ １２：００
１３：００ ～ １７：００
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いよいよ夏休み開始まで１か月を切り、児童館では、子どもたちとどのように夏休みを過ごそうかと計画を進め
ております。昨年同様、大きなイベントを実施できる情勢にありません。そんな夏休みですが、今年だからこそ…
日常生活の中にそれぞれの特別な時間が発見できるようにと考えています。各取り組みについての内容をご確認下さ
い。また、夏休みの取り組みについての注意事項を記載しておりますので、必ずご確認下さい。
今年だけの楽しい夏休みとなりますように！！

夏休みの児童館には、たくさんの子ども達が来館してきます。子どもたちの安全・安心な環境を守るため、
保護者の皆様に下記の点について、ご協力をお願い致します。

暑い日々がやってくることが予想されます。児童館では、換気をしながら過ごすこととなり、十分に
冷房が効かない場合もあるかと思います。児童館でも天茶をご用意しておりますが、手軽に水分補給が
できるよう、ご自宅からも水筒に飲み物を入れてご持参ください。また、たくさん汗をかいたあとに
着替えができるよう、着替えを一式ご用意ください。
８月につきましては、年度始めてにお知らせしておりました通り、常時保育さんの保育料についても、
一時保育さん同様、1日７００円の保育料となります。
（延長料金については、上限２０００円で日割り計算致します。）

☆ 児童館からの昼食提供について・・・ ☆
保護者の方のお弁当作りの労力軽減として、今年はあさひキッチンのお弁当を注文できる日と、学童さん
のための昼食の提供を行う日（お弁当いらないｄａｙ）を設けることとなりました。メニューは…おにぎら
ずクッキング、あさひ製麺所、カレー屋さん、焼きそばパーティーです。実施日は、ぜひぜひ申し込みをして
下さい。保護者の方にほっと一息をついて頂ける日にして頂ければと思います。
※※お弁当いらないdayについては、出席学童につきましては、全員申し込みをして下さい。※※
また、それ以外の日につきましては、できる限りのお弁当のご用意をお願い致します。保育園の給食室で
は、園児・職員を合わせて毎日３５０名以上の給食を用意しています。そんな中でも、家庭の事情や、保護者
の方の体調不良等、ご事情がある場合に力になれば・・・と、給食の提供をしております。
春休み以降、だんだんと給食の利用が増えてきております。皆様のご協力なくしては、給食の提供を続けるこ
とができません。ご多忙の毎日かと思いますが、児童館からの昼食提供の日以外の日につきましては、どうぞご
協力をお願い致します。

あさひキッチン

１食１００円
・７/２０（火）
・７/２７（火） ・８/１７（火） ・８/２４（火）
・８/３１（火）
お弁当いらないday
※一時保育の方のみ、２００円
（常時保育の学童さんは、保護者会費より負担させていただきます）
・７/３０（金）
・８/３（火）
・８/２０（金）
・８/２５（水）

※材料購入の都合上、申し込み後のキャンセルは返金ができませんので、ご了承下さい。

今年の夏休みも前年同様、大人数を集めてのイベントは実施ができませんが、各所より子ども達のた
めにと数件のイベントの提供がありました。感染対策に配慮をしながら、実施をしたいと思います。
また、たくさんの学童さんに参加をしてもらえるように、下記①～⑤の中から、参加をしたいイベント
があれば３個以内で申し込みをして下さい。（申し込み締め切りになっていた場合のため、
第４希望までご記入頂くことも可能です。）申し込みは、先着順となっており
ますので、ご了承下さい。

子ども達の安全・安心のため、
ご理解ご協力をお願い致します。

①７月２８日（水） ソーラークッキング☆１～２年生＊３０名限定
創エネ神戸の皆様に来館頂き、今年もソーラークッカーで太陽の力を利用して、食品の温めに挑戦を
したいと思います。太陽の力だけで食品がどれだけ温かくなるでしょうか？
日
時：7月28日（水）
対
象：１～２年生
持ち物 ：特になし

10：00-12：00

場
所：あさひ児童館
人数制限：３０名

②７月２８日（水）ボトルソーラー人形☆３年生以上＊25名限定
毎年恒例、創エネ神戸様とのソーラーパネルを使った工作です。今年はどんな楽しい作品ができ
上がるかは、当日のお楽しみ…出来上がった作品は実際に太陽に当てて動かしてみましょう！
日
時：7月28日（水） 13：00-15：00
場
所：あさひ児童館・遊戯室
対
象：３年生以上
人数制限：２５名
持ち物 ：特になし

③のあそびクラブ主催・川魚採り

☆全学年＊25名限定

明石川の魚を実際に捕まえて、一緒に観察をしてみましょう。のあそびクラブの専門の先生に
色んな生きものの生態を教えてもらって、明石川の魚博士になりましょう！
日
時：8月7日（土）
集合場所：あさひ児童館
対
象：全学年
人数制限：25名
持ち物 ：帽子、水筒、汚れても良い服、着替え（ぬれる場合があります）

④こべっこ派遣事業・忍者ぷろぐらむ

☆全学年＊40名限定

NPO法人アフタフバーバンさんに来館頂き、児童館の中や園庭を忍者になって体験をします。普段は
気づかない、児童館のワクワクするところを忍者になって一緒に見つけましょう！
日
時：8月19日（木）
場
所：あさひ児童館
対
象：全学年
人数制限：４０名
持ち物 ：水筒、ふろしき（あれば・・・※ない場合は、貸出になる場合もありますので、
衛生面等が気になられる方は、なるべくご用意ください。）
※動きやすい服装できて下さい。

⑤

田園科学室共催・竹で水鉄砲を作ろう

☆全学年＊20名限定

田園科学室の山口先生にご指導いただきながら、竹で昔ながらの水鉄砲を作ってみましょう。
竹の匂いや竹の形状を感じながら、楽しい時間を過ごしましょう。
日
時：8月28日（土）
場
所：あさひ児童館
対
象：全学年
人数制限：20名
持ち物 ：水筒、汚れても良い服装、帽子、着替え（濡れる場合があります）

