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あさひ児童館だより
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://houonkansyakai.com/ASJhp/asahijidoukan.html
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館長 舟 橋
博
先月の１３日には、神戸市役所で神戸市の環境に対する取り組みを評価する表彰式が催され、「あさひじどう
かんエコクラブ」が長年の環境維持に対する取り組みに対して、神戸市長様から「環境功労賞」の表彰を受け
ました。
久元神戸市長様から、長年黙々と学童さんと共に活躍をして頂いている知賀先生が、表彰を受け記念写真が
届いております。どうか皆様ご覧ください。
あさひ児童館の増築工事も、いよいよ出来上がりました。
当初の予定とは少し違うスタートとなりましたが、連日のクラス懇談の会場やプチパンジーの受け入れ場所、
更には「あさひキッチン」の展開場所として、連日たくさんの園児や学童、保護者の皆様にご利用を頂いて
います。
今月は、１５日にささやかなご披露の式をし、皆様にご内覧会をさせて頂きます。あさひの新しい建物の仲間
として、優しく楽しい活用が出来ますように願っています。
本年も一年間、皆様にご支援ご協力をいた
だきまして、本当にありがとうございました。 来年もどうかよろしくお願いいたします。
平成３０年１２月１日

１月の行事予定

１２月の行事予定
◎１２/8(土) ‐田園科学室主催‐
魚の料理教室

【学童のみ】

◎１２/１3(木)お誕生会

【親子クラブ】

【学童のみ】

かるた大会【学童・地域のお友だち】

【学童のみ】

クリスマス会 【地域の小さなお友だち】
◎１２/１９(水) クリスマス会

◎１/7 （月）初詣

◎１/１0（木）お誕生会

【学童のみ】

◎１/２6（土）寒のもちつき大会

【学童のみ】

◎１２/２３(日・祝)しめなわ作り
＆クリスマスコンサート
◎１２/２６(水)もちつき大会
◎１２/２７(木)漬け物づくり【学童のみ】
※日程変更になっています！
◎１２/２８(金)保育納め
おおそうじ

今月の連絡事項
☆１２月8日（土）魚料理教室のお知らせ【学童保育についてのお知らせ参照】
※当日出席の学童さんは、お弁当がいりませんのでご注意ください。
☆１２月２３日（日・祝）しめ縄作りについて【行事参加者募集について参照】
☆１２月２３日（日・祝）クリスマスコンサートについて【行事参加者募集について参照】
☆１２月２８日（金）おおそうじ

【学童保育についてのお知らせ参照】

※当日出席の学童さんは全員参加となりますので、持ち物をご確認下さい。

先月の親子クラブ
バンビクラブは、自分たちで苗を植えたサツマイモのお芋
ほりをしました。大きなお芋が出てくると、大喜びでした。
お店屋さんごっこでは、商品のおススメをしたり「閉店セー
ルですよ」とお客さんに呼びかけたりと、お店屋さんになり
きっていました。こあらクラブは、西区のにじいろプラザよ
り楽しい体操や手遊び、手作りおもちゃを教えてもらい、お
母さんが3つのチームに分かれてグループワークもしました。
ママプログラムでは落ち葉を使って、ミノムシの制作やリー
ス作り、落ち葉でフロタージュにも挑戦しました。

先月の親子サークル
●１歳児サークル
いろんな体操や、季節の歌を取り入れながらリズ
ム遊びをし、さつまいものスタンピングも楽しみ
ました。
●０歳児サークル
お名前を呼ぶと、にこっと笑ってくれたり手を挙
げてくれます。
１２月は、こんなことをして
たのしみましょう！
にちようび

げつようび

かようび

すいようび

もくようび

きんようび

１

２０１9年 クラブ・サークル 開始日
１月８日(火)：バンビクラブ

どようび

１月９日(水)：こあらクラブ

１月１９日(金)：１歳児サークル1月１２日(金)：０歳児サークル

２

９

３

４

５

６

７

園庭開放

バンビクラブ

こあらクラブ

自由来館

１歳児サークル

10：00～11：30

ママプログラム

クリスマス制作①

１０

１１

１２

１３

１４

園庭開放

バンビクラブ

こあらクラブ

あさひ保育園の
クリスマス会
へ参加！

０歳児サークル

クリスマス制作②

１９

２０

２１

園庭開放

クリスマス会

自由来館

１歳児サークル

10：00～11：30

バンビ・こあら合同

10：00～11：30

１６

１７

クリスマス制作

１８

10：00～

※全て申し込み必要です・・・
●【親子クラブ対象】手打ちうどん作り
日時：バンビ→12/4（火）＊こあら→12/6（木）
11：30～12：45
持ち物：エプロン、お茶

●あさひ保育園クリスマス会
日時：12/13（木）10：00～
場所：あさひ保育園ホール

●クリスマスコンサート
日時：12/23（日・祝）14：00～16：00
場所：あさひ保育園ホール

●あさひ保育園 もちつき大会
日時：12/26（水） 11：00～12：00
対象： 地域の小さなお友だち
持ち物：お茶
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あさひクラブだより
先月のあさひ児童館では、金剛様のご生誕祭をお祝いしました。園長先生から、家族やお友だちなど色んな方
に支えられて毎日を過ごせているということをお話して頂きました。毎日を楽しく過ごせていることへの感謝の
気持ちを持つことができるようにしたいと思います。また、トライやるウィークの学生さんが８名やってきてく
れました。お兄さんお姉さんに元気いっぱい存分に遊んでもらい、トライやるさんが大好きになった子ども達。
お別れの日にはとても寂しそうでした。２０１８年も残すところ約１ヶ月。体調を崩さないようにしましょう。
ほいくもくひょう

１２月の保育 目

標

ふゆ

しぜん

○冬の自然

しんねん

○新年にむかって

学童保育につてのおしらせ・・・

☆１２月８日（土）

山口先生指導の魚料理教室になります。

田園科学室の山口先生と一緒に、魚の勉強をしながら、魚料理に挑戦します。お昼ご飯に、調理した魚料理をいた
だきます。※当日出席の学童さんは全員参加となります。
☆持ち物：エプロン、三角巾、タオル
お弁当は必要ありませんので、ご注意を・・・

☆１２月２８日（金）大掃除をします。名前を書いたぞうきんを用意してください。
☆年末年始の児童館の休館日は
２０１８年１２月２９日（土）～２０１９年１月３日（木）となります。
８日（木）やきいも大会

先月の学童保育
５日（月）～９日（金）
トライやるウィーク
８名の中学生が頑張ってくれました！！

トライやるの生徒さんたちが、
準備してくれた焼いもです。

１０日（土）出前エコ教室
～こうべ環境未来館で秋を楽しもう！～
歩いて行きました！

たくさんの秋に触れ
大満足の学童さん達
でした！

よもぎと玉ねぎで
色が全然ちがうよ。
草木染め

ビオトープ
どんぐり工作

２４日（土）エコ壁新聞発表会
（灘浜サイエンススクエアに於いて）

カワバタモロコに
メダカに・・・

あさひ児童館のエコ活動をまとめた
壁新聞を代表の学童さんに発表して
もらいました。

館内でも遊ばせて
もらいました。

工作にも
挑戦！！

２７日（火）金剛様ご生誕祭

１１月のお誕生会
穴埋めクイズで大盛り上がり！

館長先生のお話しに、しっかり
と耳を傾けていました。感謝を
する心を大切にしたいです。

１１月生まれのお友だち
をお祝いしました。

１２月生まれのお友だち

☆お誕生日
●２年生
●１年生
なかむら ゆいと くん
いしい だいち くん
ふじた きょうこ さん
かきうち たくみ くん
みずすぎ まさと くん

◎１２／２３（日・祝）しめなわ作り

[午前]

お正月を『手作りしめなわ』で迎えませんか？
●場 所 ： あさひ児童館・遊戯室
●時 間 ： ９：００～１１：３０
●持ち物 ： ハサミ、洗面器、タオル、座布団など
参加される方は、必ず申し込みください！

おめでとうございます☆
●３年生
さえき えみ さん
さかぐち そら くん
やまたか あかね さん
じんない りょうすけ くん

●４年生
おおひがし そら くん
かい しゅうや くん
●５年生
れきもと

かん くん

●６年生
はっとり

らいと くん

◎１２／２３（日・祝）
あさひクリスマスコンサート

[午後]

恒例のクリスマスコンサートも２０回目を迎えました。
今年は２０回目のコンサートを記念して、
○○○なビンゴ大会を開催しますよ！
●場 所 ： あさひ保育園・１Ｆホール
●時 間 ： １４：００～１６：００
参加される方は、必ず申し込みください！

●神戸市環境功労賞をいただきました！
長年あさひ児童館で行われてきた活動が認められ、神戸市より
環境功労賞を受賞いただくこととなりました。１１月９日に行われた
受賞式にて、久元市長より直々に賞状を頂きました。
あさひ児童館では、桜が丘という、恵まれた環境
に囲まれ、また子ども達に自然の中で色んな体験
をと考えて下さる、地域の先生方に支えられ自然
の中でたくさんのプログラムを行ってきました。
また、参加をして下さる子ども達、保護者の方、
たくさんの方のご協力、支えがあり活動が続いて
きました。改めて、あさひ児童館に関わって下さる
皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
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！
けん玉検定やなわとび検定もしています。
いっしょにチャレンジしましょう！！

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

