その②

例年は、お出かけプログラムに、工作教室に
みんなでワイワイとにぎやかな夏休みですが、
２０２０年はなかなか思うようにイベントが行えず、
学童さんの夏休みに「あれが楽しかった！」となる
思い出をひとつプレゼントできるようにと企画しました。
「こどもキングダム」国旗掲揚。
こどものための、こどもによる、1 日限りの王国の誕生！

夕方からは、希望者が参加する
きもだめし…
だんだんと口数が減り、
大号泣のお友だちも…
子ども達にとっては、武勇伝！

おやつは、駄菓子屋さんで
自分で選んで買いました。

その④

初めての動画配信でのしめなわ作り。
ちょっとむずかしかったかな？？？

その③
こちらも、初めての動画配信での開催。動画配信ならではの、
取り組みに挑戦をしました。例年よりもたくさんの方が見て下さ
ったようで、楽しかったという感想に加えて、「できないことば
かりでは、ないんですね！」と、嬉しい感想も頂きました。

前からの動画と、手元の動画を見ながら、
皆さん悪戦苦闘しながら、取り組まれたそうです。
あさひスポーツフェスティバル
スポーツの結果がクイズになっていました

ミッションシートに取り
組みながら、より一層、
動画を楽しんでもらえる
ように企画をしました！

あさひのぴちぴちアイドルも
子ども達に大人気でした！
なんといっても一番人気だったのは
園長先生を探せ！でした。

サンタとあそぼう！
舟橋ボストナカイも登場しました。
家で取り組んだミッションシートと
引き換えにプレゼントが当たるくじ引き

豪華景品が
あたりました！

昨年４月８日から６月１２日までの小学校の一斉休校、分散登校を受け、あさひ児童館では「特別保育」へと移行され
ました。家庭での保育が可能な方につきましては学童をお休みして頂き、家庭での保育が難しい方に限り、児童館での特
別保育を実施しました。賑やかな毎日から一転、１０名前後の子ども達との毎日となり、密にならないように工夫をしな
がら毎日過ごしていました。時折、館外で出会う子どもたちからは、「児童館に行きたい。」と寂しそうな声も聞かれ、胸
が苦しくなりましたが、職員の思いが伝わるように、各家庭に保育園・児童館だよりを郵送し、特別保育のお友だちも、
家で頑張るお友だちも、心をひとつに頑張れるようにと願いを込めました。
子ども達とは、何度もどのように過ごせばよいかについて話し合い、そしてどうして感染を食い止めなくてはいけない
かについても話し合いをしました。自分を守ることはもちろん、感染を防止することで、家族や地域のおじいさん、おば
あさんを守ることにも繋がるということを確認し合い、
「大切な人たちをみんなで守ろう！」と、約束をしました。そのた
めに、手洗いうがい、マスクの着用等、子ども達も一生懸命に頑張ってくれています。
みんなで話をする時の子ども達の真剣な表情、強いまなざしが忘れられません。力を合わせて元気に乗り切り、早くみ
んなでマスクをせずに遊べる毎日が帰ってくることを願っています。

①学校から来館したら、まずは検温をします。
※結果を用紙に記録して保管。

③アルコールで手指を消毒する。

②石鹸でしっかりと手洗いをする。

おやつや昼食の際は、みんなで同じ方向に座り、静かにいただいて
います。勉強の際も全員が同じ方向を向いて取り組んでいます。
あまりにも静かで、通りすがりの保育園の先生がいつも驚きます。

● 学童保育・保護者の声・・・
未曽有の事態が相次ぎ、世界中がコロナの恐怖一色に染まった
２０２０年でしたが、あさひ児童館では感染防止に最大限尽力
くださり、子ども達のために多くの行事を実現いただきました。
どこにも行けなかった夏休みには『こどもキングダム』を開催
いただいたことで、楽しい夏休みの思い出ができました。秋には
『GO TO ピクニック』へ連れ出してくださり、子どもたちは
秋を満喫していました。冬には『クリスマスフェスタ』を開催
いただき、自宅で先生方の配信してくださった動画に家族一同
大笑いしました。
大切な友達と児童館で生き生きと遊ぶ我が子の姿を見て、これ
までと変わらず様々な学年の子どもたちが交流でき、日によって
目一杯身体を動かす機会を与えていただき、集団で過ごす中で
大切なことをきちんと指導して下さり、不憫な世の中になった
とはいえ、児童館で過ごせるおかげで日々成長している子ども達
を嬉しく思い、先生方へ感謝しております。
大人数での食事の機会を設けることが難しくなってしまいまし
たが、
『こども食堂』や『そうめんのふるまいドライブスルー』等、
新しい取り組みを通じて、食の喜びも感じることができています。
２０２１年もまだまだ安心できる毎日とは言い難いですが、
コロナの脅威に負けないよう感染防止に努め、子ども達の成長と
私たち保護者へのお力添えを切望いたします。
学童保護者 廣岡様

神戸市からの指導を踏まえ
て、児童館でできるように
工夫をし、取り組みました。

静かに座って遊ぶ中でも、楽しみをたくさん見つけました。
塗り絵や写し絵は、とても上達し、色んな工夫をし、
職員も目を見張る程の出来栄えです！
長い時間があるからこそ楽しめるジグソーパズルにも
取り組みました！みんな根気強く色んな事を楽しめるよう
になりました。
館長先生にも誉めて頂きました！

７月の七夕かざりの短冊には、
「早くコロナがおさまりますように」
「コロナが無くなって、みんなで楽しくあそべますように」
など、子ども達の願いが込められていました。

どうか子ども達の願いが早く叶いますように…

-子どもの居場所作り事業平成２９年度から始まった、子どもの居場所作りとしてのあさひキッチンが始まっておりますが、昨年３月よりコロナウィルス
の影響を受け、今までのようなみんなで食卓を囲むような形での開催ができなくなり、一時休止をしていました。
しかし、約１か月の休校が決定し、地域の皆様のお役に立てるように、そして、少しでも自粛生活の楽しみとなるようテイク
アウトでの職員お手製のお弁当の販売を始めました。 家で留守番をしている子どもや、地域の高齢者の方がお弁当を買い
に来て下さり、多い日には１６０食程の注文がありました。お弁当を取りに来られ、「毎回楽しみにしているの！」「ここへくると
ほっとするわ。」と、言って下さる方もたくさんおられました。緊急事態宣言解除後も、週に２回の
受け取り時間は、
実施を続けており、地域との新たなつながりとなっています。
密にならないように
１２：００～１２：３０
併設保育園の給食室と児童館職員が
の間に取りに来て
協力をして、品数も豊富に
頂いています。
調理をしています！

あさひキッチンの活動に
賛同して下さる方から分けて
頂いたお野菜をふんだんに
使って、品数豊富に！
お弁当を開けるときに
わっ！と楽しんで頂けるように
と願いを込めてメニューを
考えています。

プロゴルファーの小鯛様からも、大会優勝の
副賞のお米をたくさん分けて頂きました。
地域の方、桜が丘中学校の「がっこうのはたけプロジェ
クト」様など、活動に賛同をして下さった方より、たくさ
んの野菜をご提供して頂いております。

揖保の糸様からご提供
いただいたおそうめんを
使わせて頂き、ふるまい
もさせて頂きました。

毎週お野菜を
用意して下さる
田畑 様

児童館の近くで畑を
されている
高原 様
戸田様、五島様、井上様、
清水様 他、たくさんの方に
ご支援頂いています。
あなたの困った、ほっとかへん！「ほっとかへんネット

ご支援、ご協力をいただきながら、
活動を続けていきたいと思います。
お弁当のお問合せは、児童館までどうぞ！

KOBE・西」（西区社会福祉法人連絡協議会）

西区内の各施設が連携をして、地域の問題に共に取り組みます。何か困ったことがあったらご相談を…

「あさひランチ」
「あさひキッチン」
「ほっとかへんネット KOBE・西」他・・・
お申込み・お問い合わせは、あさひ保育園（994-0170）
・児童館（994-2662）舟橋・米澤・山地 まで

学校下校後、家庭で保育する保護者がいない小学１年生～３年生を、保護者の方に代わって保育しております。
来年度・新１年生の申し込みは申し込み期間を過ぎておりますが、随時申込みを受付ております。
開館当初から長期休み（春・夏・冬休み）を含めて、７時から２０時までの延長保育も実施しております。
４年生以上も受け入れしております。 詳しくはあさひ児童館まで。 ℡ ９９４-２６６２

あさひ児童館
↓ 新館 ↓

希望者は有料で、体育教室、空手教室、ピアノ･マリンバ教室、書き方教室、ダンス教室を習うことができます。

● 空手教室 羽田先生 ● 書き方教室 塚田先生 ● ダンス教室 山﨑先生
火曜日 17：00～18:00 月３回火曜日 17:00～18:00 水曜日 18:10～19:00

●ﾋﾟｱﾉ・ﾏﾘﾝﾊﾞ教室

● 体育教室 羽田先生
一丸先生 他月～土曜日 随時 金曜日 17:30～18:30

駐車場がありますので、お車で来館していただけます。
火曜日～水曜日の親子クラブ（登録制）では、季節や年齢、
発達に合わせて年間を通したプログラムを考えています。
季節に合わせた製作やおりがみ、平均台やマットなどを使った
サーキット遊び、鈴やタンブリンなどを使った楽器遊びやリズム遊び
など、色んなことに挑戦をしています。また、お母さんプログラム
などを通して、お母さん同士の交流も大切にしています。お子様・
お母さんにとって、楽しく心安らぐ親子クラブであって欲しいと
願っています。

１歳児サークル（第 1・3 金曜日）では、体操や親子遊びを中心
に楽しい時間を過ごしています。簡単な製作遊びや運動遊びにも
挑戦しています。
０歳児サークル（2・4 金曜日）では、お母さん同士の交流を
中心に、お子様との触れ合い遊びや絵本の読み聞かせを行って
います。
サークルは、登録の必要はありませんので、ぜひ遊びにきて下
さい。 児童館でほっと一息楽しい時間を一緒に過ごしませんか。
職員一同お待ちしております！！

◎あさひ保育園子育て応援事業
● バンビクラブ(３歳児) ・ こあらクラブ(２歳児)

定員 各２０組

各クラブ、親子で一緒に季節感を感じられる製作や遊びを通して、
保護者やお友達と遊ぶことを楽しめるように、工夫しています。

※駐車場がありますので、車でもご来館いただけます。
登録料金として、￥3,000 が必要となります。

児童館に申し込み用紙がありますので、ご記入の上、
２月１日（月） ～２月１２日（金）
上記の期間中に来館の上、申し込み下さい。

あさひ児童館で行われている、併設保育園の子育て応援事業です。
お母さん方発案で毎月色んな楽しいことを企画実施しています。
●日 時：毎月 第３火曜日
１０:００～１２:００
●対 象：就学前のお子様がおられる保護者の方
（親子クラブ、０・１歳児サークル、地域の方々）
●内 容：自主サークルで行なっていただき、お母さん同士の
交流、親睦を深めます。お子様は、お母さん方に
交代で保育していただきます。
[ティータイム・手芸・寝相アート、卓球など]
児童館職員もお手伝いさせていただきます。
※ 詳細につきましては、職員までお問い合わせくだい。

● ０歳児サークル [ 第２・４金曜日 ]
１歳児サークル [ 第１・３金曜日 ]
息子が１歳を過ぎたころから児童館に通うようになりました。最初は
緊張していたようでしたが、いつも先生方が優しく温かく迎えてくださっ
たおかげで、今ではとても居心地の良い場所になっているようです。
サークルでは、挨拶やリズム遊び、絵本の読み聞かせなどを行った後
に、制作遊びや運動遊びといった流れで進んでいきます。毎回決まっ
た流れの後に新しくチャレンジできる遊びがあるので、いつも新鮮な気
持ちで参加ができます。
また自由に遊ぶ時間もあるので、自分の好きな玩具でたくさん遊べ
たり、お友だちが遊んでいる姿を見て一緒に遊び出したりと息子も笑
顔で楽しみながら過ごしています。
児童館に行くと子どもの年齢が近いお母さん同士で交流ができるの
も嬉しいです。子育ての情報を共有したり、気軽に悩みを相談したりと
私自身楽しくリフレッシュできる場となっています。

● ２歳児 こあらクラブ [ 毎週水曜日 １０：３０～ ]
今年は、新型コロナウィルスの影響でこあらクラブの開始が例年よりも
遅れ、どうなるのか心配もありましたが、先生たちが温かく迎えて下さり、
親子共々楽しく参加することができました。
最初は、名前を呼ばれても恥ずかしくて下を向いていた息子も手をあげ
て元気に返事をすることができました。いろいろな制限がある中で、お誕
生日会、おいもほり、ハロウィン、クリスマス会などを考えて下さり、子ども
は大喜び。そんな姿を見ていると私も嬉しくなりました。制作や体操、楽器
遊びなどお友だちと一緒になって何かをするという、家ではできないこと
をさせていただきとても良い経験になりました。
クラブが終わった後の自由遊びの時に他のお母さんたちとおしゃべりし
たり、情報交換したりとても楽しい時間を過ごすことができました。
ありがとうございました。

● こぶた文庫 [ 第１・３金曜日 ]
～ボランティアで読み聞かせをして下さっている橋間先生より～
「百聞は一見に如かず」
何度も聞くより一度実際に自分の目で見る方がまさると言うことです。
子ども達に言葉だけで教えるのではなく手でさわり、目で実際に見、
体験する。 色々な事を体験し、経験する事でその事がその物が理解
出来るでしょう。
もちろん安全を確認して、いい事、悪い事を親がしっかり教えてあげて
からの体験、経験をして欲しいと思います。
親子で色々な所に出かけて下さい。公園、山、海、動物園、水族園、
テーマパークなど色々な所へ。
楽しい体験、経験はずーっと心の中で、頭の中で育って行ってくれるで
しょう。一冊の本の中に出て来る主人公、仲間達。自分の体験した事と重
ねて本の中でいっぱい冒険して欲しいと思います。お話を聞きに行くとい
う行動も体験、その場所で知らないお友だちと出合うことも体験。
楽しい本と出合えるようにいっぱい用意しますね。そして、いっぱい体験
して下さい。

