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秋の稲穂が風に揺れ、食欲の秋、スポーツの秋 がやって参りました。
今年は、コロナ渦のためみんなで仲良くお月見をしたり、運動会参加にも制約がありますが、児童館
の各種行事も制限の中での工夫・検討を続けております。
お陰様で「テイクアウト」のあさひキッチンも沢山の皆様にご利用いただき、児童館と保育園行事
との関係で、週２回開催も一部不定期となっておりますが、楽しい関係が地域の中で広がることを
願っております。
今月は、楽しい秋の稲刈りや、サツマイモの収穫が予定されています。
豊かな桜が丘の大自然の中で、親・子・孫がそろって与えられた環境を、満喫したいと思います。
今月も、どうかよろしくお願いいたします。
令和 2 年１０月 1 日

１１月の行事予定

１０月の行事予定
◎１０/

１（木）お誕生会

【学童のみ】

◎１１/１１（水）お誕生会

【学童のみ】

◎１０/２６（月）ハロウィンパーティ【学童のみ】

◎１１/１４（土）Go to ピクニック 【学童のみ】

◎１０/２８（水）いもほり大会

◎１１/２７（金）金剛様ご生誕祭

【学童のみ】

【学童のみ】

☆ 10月の農作業体験 予定☆
◎日程未定

野菜のお世話をしよう

【学童のみ】

今月の連絡事項
１０月１７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
平日に変更になり、無観客で行われることとなりましたので今年度は、学童・地域の皆様の
参加は、ありません。ご了承下さい。１７日（土）は、通常保育となります。
１０月２４日（土）に予定されておりましたサラダ祭り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。
１０月２８日（水）いもほり大会について
必要な持ち物等、大切なお知らせがありますので【学童保育についてのお知らせ】を必ず
ご確認下さい。
（当日出席の学童さんは参加となります。）

先月の親子クラブ
夏休みが終わり、久しぶりに会ったお友だちは、ちょっぴり日焼けを
してお兄ちゃんお姉ちゃんになっていました。
楽器あそびでは、スズ・マラカス・タンブリンで山の音楽家やおもちゃ
のチャチャチャに合わせて鳴らしました。
野菜のスタンピングでTシャツ作りもしました。ピーマン・レンコン・
オクラ等を絵の具につけて、ペタッと模様付けをしました。とても
かわいいTシャツが出来上がりました。
ドラえもんの曲に合わせてパラバルーンに挑戦しました。お母さんと
一緒にパラバルーンを持ち、ノリノリで踊り楽しそうなお友だちでした。
西区の子育て応援プラザの親子講座があり、親子のふれあいあそびや
体操などを教えてもらいました。育児相談もありました。
今月はアンパンマンの「サンサン体操」を元気いっぱい踊りました。

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。
元気いっぱい体操をしたり、お母さんとのふれあいあそびを
楽しんでくれています。シール貼りにも挑戦！「初めてシール
貼りをしました。できると思っていなかったので新しい発見
です！」とお母さんが嬉しそうに話してくださいました。
来月もたくさんのお友だちが来てくれるのを楽しみにして
います。

１０月は、こんなことをしてたのしみましょう！
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お知らせ
１０月１５、２０、２１、２２、２３日は
保育園運動会の予行や準備、予備日の為
一般来館はお休みになります。
ご了承ください。

いもほり大会＜申し込みが必要＞
１０月２６日（月）
詳細は、裏面の
【行事についてのお知らせ】参照
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あさひクラブだより
遠く澄んだ空に、朝夕の心地よい風。季節はすっかり秋模様となってきていますが、子どもたちは汗を
かきながら、ホールでドッヂボールや大縄跳びを楽しんでいます。学童さんたちに「どの季節がすき？」
と聞くと「秋が一番すき」と答える子が多く、「美味しいものがいっぱいやし運動もしやすいし、最高やで」
とのこと。１０月は子どもたちが楽しみにしている秋ならではの行事が目白押しです。
気温差が厳しいですが、体調に気を付けながら元気に楽しく過ごしていきましょう。
ほいくもくひょう

１０月の保育 目

標
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○秋の自然と食べ物

ちから

あ

うんどうかい

○ 力 を合わせて運動会

学童保育についてのおしらせ・・・

１０月２８日（水）

いもほり大会

当日出席の学童さんは、基本的に全員出席となります。
学校下校後、出発しますが習い事などある場合はご配慮お願いします。
下記の持ち物を忘れずにお持ち下さい。
スコップ、軍手等児童館では、貸出できませんので、ご注意ください。
【持ち物】軍手・スコップ・二重にした買い物袋(氏名記入をお願いします)

先月の学童保育
９月 15 日(火)、28 日(月) 大根の種まき
児童館の畑に、大根の種をまきました。
知賀先生から「大根の種は何色でしょう」
と問題がでました。子どもたちは「白」
「茶色」
等、たくさん考えましたが… 正解は「赤」！
「なんで大根は白いのに種は赤いの？」と
不思議そうな表情のお友だち…
大きくなるように種を植え、水をあげました。
美味しい大根になりますように！

９月 18 日(金)

エコバッグを作ろう

知賀武美先生発案のエコバックを
作るために針を使う練習をしました。
真剣な表情で取り組むお友だち…。
今月は申し込みがあった男の子が
挑戦してくれました。
来月は女の子も練習しエコバックを作ります！
出来上がりが楽しみです★
９月 25 日(金)

ババ抜き最強王決定戦

児童館でババ抜き最強王決定戦が行われました。
ポイント制で点数を競いました。
６回戦までの白熱した戦いを勝ち取ったのは
1 年生と 2 年生！ダブル優勝でした！
次はどんな大会を開催しようか考え中です。

９月のお誕生会は、たぬきさんと一緒に間違い探し
ゲームをしました。絵のパネルをよーく見ながら考
えて…「わかった！」と嬉しそうな表情のお友だち
でした。
間違い探しが終わり、たぬきさんが「お友だちを連
れてきた」というので呼んでみると、たぬきさんが
もう１匹でてきてびっくり！よく見ると、あれあれ
…？

２匹のたぬきさんの間違い探しもしました。

最後にみんなで「しょうじょうじのたぬきばやし」
というお歌を歌いました。

●時
●対
●場

間：ＡM10：30 あさひ児童館集合
象：1 歳児サークル・こあらクラブ対象
所：栄の畑

●対
●場

象：あさひ児童館
所：お楽しみに！

学童のみ

詳細は後日
別紙にてお知らせいたします。

＊栄の畑にて行います。【徒歩１５分程度です】
必ず申し込みが必要です
10 月 1６日までに
申し込みが必要です

先日、児童館のトイレのスリッパを並べる場所がプチリニューアル
しました。（保護者の方に見て頂けなくて残念です。）
ふと児童館のトイレに入ろうとすると、スリッパがあっちやこっちやに
広がっていることがあります。
学童さんに、「スリッパはどうして並べると思う？」と、聞いてみまし
た。「並べると綺麗だから。」という意見が多かったですが、「次の人
が履きやすいから！」という意見もでました。
もちろん見た目が綺麗だと、気持ちが良いものですが、それだけで
なく、大切なのは次の人のために並べる気持ちではないかと、子ども
達と一緒に考えました。
あさひ児童館の学童さんは、どんどんとお友だち思いの優しい心が
大きくなってきています。ちょっとした一言一言に子ども達の優しさを
感じる場面も多くなってきました。
そして、またひとつ。小さなことではありますが、次の人のことを思っ
てスリッパを並べられる優しい心でみんなで取り組んでいきたいと思
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！

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

