先月の親子クラブ
コスモスとトンボの制作をしました。
「トンボのめがねは、何色の
めがね？」をお母さんと考えてクレパスで塗りました。自由画帳に
トンボと一緒に紙テープのコスモスの花びらも貼りました。
秋らしいかわいい作品ができました。
サーキットあそびでは、跳び箱のお山をジャンプしたり、マットで
ゴロゴロ転がったり、平均台を渡って滑り台やトンネルをくぐって
体を動かしました。最後に職員が両端を持っている竹にぶら下が
り、ホールの端から端まで運んでもらったお友だち。はじめは緊張
していたお友だちもドキドキしながら楽しんで何度も挑戦してく
れました。
ママプログラムでは、ハロウィンのバッグ作りをしました。紙袋に
かぼちゃのおばけを足形で作り、シールやクレパスで絵も描きまし
た。バッグにお菓子を入れてもらい嬉しそうなお友だちでした。

先月の親子サークル
今月もたくさんのお友だちが来てくれました。こぶた文庫のお話
を、にこにこと聞いてくれています。サーキットあそびをしたり、
ハロウィンということで「紙コップおばけ」を作りました。
ストローを吹くとふわふわ…とおばけがでてきて、お友だちも
大喜び！何度も何度もストローを加えて膨らませてくれました。
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。
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１１月は、こんなことをして
たのしみましょう！

10：00～11：30

親子サロン
１１月１７日（火）１０:００～１２:００
先月は、新館にあるヒノキのおもちゃであそびました。
いい匂いがするおもちゃに癒されました。
今月もみなさんぜひ遊びに来てください！

１０月２６日
（月）
地域いもほり大会
15 組参加してくださいました。
お天気も良く、たくさんの
おいもが掘れました。
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世の混乱をものともせず、稲刈り 芋掘り と万物稔りの秋を迎えました。
観光地では、Go To キャンベーンの賑わいが戻っているようですが、お互いに毎日気の抜けない対応が
求められております。 あさひ児童館の色々な行事も自ずから色々な制約を受け、例年通りのたくさんの
人々にご参加いただく事は、出来なくなっております。今月も保護者会主催の「魚の料理教室」も中止と
なりましたが、新しく「Ｇo Ｔo ピクニック」を実施して楽しみたいと思います。
法人創設者である「解脱金剛様の御生誕祭」を１１月２７日に開催させていただきます。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２年１１月１日

１１月の行事予定

１２月の行事予定

◎１１/１１（水）お誕生会・焼き芋大会 【学童のみ】 ◎１２/１６（水）クリスマス会 【親子クラブのみ】
◎１１/１４（土）Go To ピクニック
◎１１/２７（金）金剛様ご生誕祭

【学童のみ】

◎１２/１７（木）お誕生会

【学童のみ】 ◎１２/２３（水）クリスマス会

【学童のみ】
【学童のみ】

◎１２/２５（金）漬け物づくり

【学童の
み】

◎１２/２８（月）保育納め

今月の連絡事項
令和３年度の学童保育の申込み書類の配布

11月２日(月)～１２月１１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１４日(土)

Go To ピクニックについて

１１月２７日(金)

金剛様御ご生誕祭について

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】
【学童保育のお知らせ参照】
【行事についてのお知らせ参照】

ＮＯ．２７０―１１月号

令和２年１１月１日

あさひクラブだより
肌に触れる風もだんだんと冷たくなり、少しずつ冬の気配も感じられるようになりました。どんぐりや落ち葉
を手いっぱいに拾って帰ってくる子どもたち。
「これ持って帰ってお母さんにあげるねん」と嬉しそうに話して
くれます。毎日、子どもたちとの会話にほっこりさせてもらっています。
今月は「GO TO ピクニック」でおでかけしたり、あさひ児童館では、金剛様のご生誕祭があります。毎日を
楽しく過ごせていること、地域の方に支えて頂いていることについて改めて子どもたちと考えたいと思います。
ほいくもくひょう

１１月の保育 目

きんじょ

標

かんしゃ

こんごうさま

○ご近所に感謝する

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・・・

１１/１４(土)

Go To ピクニック

秋のピクニックで「須磨離宮公園」へ行くことになりました！
児童館を飛び出して、澄み渡る秋空の下で、目一杯あそびたいと思います。
詳細については、参加者にお手紙を配布いたします。

１１/２７（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２４日（火）～

２６日（木）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 26 日(月) ハロウィンパーティ
今年も児童館に楽しい秋がやってきました！いろんな場所に
立っている職員を見つけて、合言葉の「トリックオアトリー
ト」を言ってお菓子をもらいました。
みんなで写真撮影もして、楽しいハロウィンパーティでし
た！

10 月 2 日(金)、9 日(金)、16 日(金)

エコバッグを作ろう
先月の運針の練習の成果を生かして、今月は
実際に裁縫をしました。真剣な表情で
取り組むお友だち。とても素敵な、
エコバッグが完成しました！

１０月９日(金)、14 日(水)

マスク作り
「今年ならでは」でマスク作りに
挑戦。ペンやシールを好きに使い
個性豊かなとてもかわいいマスク
ができました！

綿花の収穫

山口先生宅の畑にて、綿花の収穫を
させていただきました。
「綿ってこんな風に
できるんや」とびっくり。
綺麗な綿を見つけ、うれしそうに
見せに来てくれるお友だちでした。

10 月 2４日(土) テレビ大阪の取材を受けました
神戸芸術大学の教授が来られ、実験の
お手伝いをさせていただきました。

10 月 28 日(水)

テレビ収録があり、テレビ大阪で

学童さんが楽しみにしていたいもほり大会がありました！
大きなおいもに苦戦しながらも「めっちゃ楽しかった」と
話していました。

1２月に放送されます。お楽しみに！

いもほり大会

１０月のお誕生会

10 月１日（木）

今月は、新聞玉入れゲームをしました。
１回戦では止まっていたはずのカゴが２回戦で
いきなり動き出し、子どもたちは大騒ぎ！
とっても楽しいゲーム大会でした。
おやつに、栗ご飯やかぼちゃケーキ等
秋らしい特別メニューをいただきました。

今年度のしめなわ作り・クリスマスフェスタは、

行事についての
お知らせ

とても残念ですがコロナウィルスの影響により、中止となりました。
しかし！ 例年とは違ったしめなわ作り・クリスマスフェスタを
しよう！とみなさんに楽しんでいただけるような企画を考えています。
決まり次第お知らせいたします！お楽しみに★

昨年よりも申し込み期間が、約２か月半程早くなっています。ご注意下さい。

１１月２日（月）～１２月１１日（金）まで
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。

先日、田園科学室の山口先生から、大根の間引き菜を頂きました。
青々とした間引き菜を、知賀先生が調理して佃煮にしてくれました！
間引き菜を楽しむために、塩むすびと一緒にいただいたのですが、おやつか
ら帰ってくると、
「今日のおやつ美味しかった！」と、教えてくれました。
４個もおにぎりをいただいたお友だちもいました。
ラディッシュとサラダ菜の間引きもさせていただきました。たくさん育っ
ているお野菜を見て驚いているお友だち。しっかり説明を聞いて、お野菜が
大きくなるように間引いてくれました。
月末にはいもほり大会も開催されて、大きなおいもを収穫し、何に料理し
てもらおうかと、嬉しそうに考えていました。児童館でも、来月には焼き芋
大会も予定されています。秋の実りをいただきながら、からだいっぱいに、
秋を楽し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

