令和２年１月３１日

あさひ児童館
神戸市西区桜が丘東町１－３－１
TEL 078-994-2662 / FAX 078-994-9972

新 春 特 別 号 第 ２１号

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 https://asahi-jidokan.jp
※２月中旬頃開設予定

あさひ児童館は…
平成９年の北須磨事件のあと、放課後に長時間一人になるわが子を心配される保護者
の皆様の強いご要望を受けて、保育園の空き部屋で学童保育を受け入れはじめました。
様々な紆余曲折を地域の皆様に支えられ、平成１０年１０月２８日に建物を新築して、
厚生省の「こども未来財団」の適用を受ける保育所併設型の児童館として開設し、国の
制度変更により平成２０年９月に新館を建設して、更なる活動の展開をしているところです。
地域の有為の方々に支えられ、素晴らしい専門家の先生方の御指導と御支援を得て、乳幼児・学童・
保護者にとって憩いの家であり、やすらぎの館でありたいと願って、併設するあさひ保育園の職員共々、
合計 96 名のスタッフが、子どもたちの明るい笑顔を求めて毎日楽しい奮闘努力を続けています。
これは昨年の活動内容のご報告です。ご覧頂ければ幸いです。
令和２年１月３１日

※定例クラブ（各１時間）：令和２年度（４月から）の予定です。
●月曜日 児童館自由開放
・園庭開放

： 9：30～12：00
：10：00～11：30

●火曜日
・３歳児クラブ（バンビ） ：10：30～11：30
：17：00～18：00 （毎週）
・空手教室
・書き方教室（月３回） ：17：00～18：00
●水曜日
・２歳児クラブ(こあら)
・ダンス教室

：10：30～11：30
：18：10～19：00

●金曜日
・１歳児ｻｰｸﾙ(パンダ) ：10：00～12：00 第１,３金曜日
・０歳児ｻｰｸﾙ(ひよこ) ：10：00～12：00 第２,４金曜日
・こぶた文庫(読み聞かせ) ： 10：30～第１,３金曜日
： 17：30～18：30（毎週）
・体育教室
●土曜日 児童館自由開放 ：9：30～12：00/13：00～17：00
：随時
●月～土曜日 ピアノ教室
※ 育児相談は随時。専門家による相談も必要に応じ、
受付ております。
※しぜんとあそぼう 隔月 ：内容により実施時間等は変動
※あさひクラブ(学童保育)：日曜、祝祭日、年末年始を除く毎日

● バンビクラブ(３歳児)
● こあらクラブ(２歳児)

あさひ児童館 開館時間
日曜･祝祭日･年末年始を除く毎日
９：３０～１２：００
１３：００～１７：００
日・祝は、行事開館もあります。
＊学童保育は 7：00～20：00 対応＊

定員 ２０組
定員 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。
（ 詳しくは、裏面参照 ）

※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３日（月） ～ ２月１７日（月）
（９:３０～１２:００，１３:００～１７:００）
開館時間内に、児童館に設置の各クラブ専用のポストに投函して
ください。申し込み用紙は、児童館にてお渡ししておりますので、
ぜひ児童館までお越し下さい。

◎リフレッシュ広場（児童館開放）
●日 時：毎月 第２月曜日[※ 休日の場合は翌週月曜日]
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・クッキング(実費)、卓球など]
民生主任児童員の方、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。

※仕事・病気・出産・慶弔・リフレッシュ等の一時保育・その他子育て支援が必要な時は、すぐにご連絡下さい。
経験とネットワークで困った時のお力になれることもあります。 ℡.994-0170（認定こども園 あさひ保育園）

明けましておめでとうございます
あさひ児童館の事業活動は、地域の支援者・協力者に支えら
れて、西区はもちろん、神戸市の中でも抜群の内容と高い評価
をいただいています。児童たちもよい学習環境の中で，たくましく
成長しています。これは、なによりも献身的に働く保育士の先生
方とこれを支えていただく保護者の協力共働のたまものです。
２０２０年もみなさまの力でがんばってまいりますので、ご支援を
よろしくお願いします。

あさひ児童館運営委員会委員長
山﨑 敏輝 様より

●田園科学室

山口 勝幸先生より

●のあそびクラブ 北野 光良先生より

還暦(かんれき)って、知ってますか？私は「さる」年生まれ
なので、5 回目の「さる」年がきた満 60 才の時が還暦。
ここでまた赤ん坊に還(かえ)って、1 才、２才、3 才…
と数えはじめるのが昔の習慣です。
その数え方だと私は今年 16 才。イケメンじゃないけど、
ピチピチの若者。勉強したいな、理科とか数学とか英語
とか。釣りに、いっぱい行きたいな。アジ釣りとか、アユ釣り
とか、メバル釣りとか。おっとタチウオ釣りも。皆さんは、どん
な楽しい事したいと思ってますか？

●のあそびクラブ 三宅 慎也先生より
毎日、我家の老犬と中央公園で散歩をしていると、
多くの生きものたちと出会います。昨年の春、急ぎ足で
キツネが横切っていきました。秋にはアサギマダラが
ゆらゆらと飛んでいました。冬の今は昨年と同じシメが
一羽地に降りています。
時々アオゲラのするどい鳴声がして、枯枝をつついて
います。子どもたちの枯葉とたわむれるすがたを眺め
ながら、心暖まる想いを楽しみます。
今年もたくさんの生きものたちの営みと出会ってみま
しょう。

●１月

（あ）
（い）
（う）
（え）
（お）

初詣
かるた大会
園児さんと凧作り
お誕生会【毎月開催】
寒のもちつき大会

知っていますか？明石川には宝石のようにかがやく
カワセミがいること。大きなコイがおよぎ、大きなナマズ
がひそみ、スッポンがたくさんいること。近くの里山には
たべられる草や木のめがたくさんあること。夜になると
フクロウがゴロスケホッホとなき、ホタルがひかり、カブ
トムシが樹液にあつまり、キツネやタヌキがあるきまわ
っていること。
わたしたちのまわりにはとてもステキな生きものたち
がいっぱいすんでいます。さあ今年もいっしょにさがし
にいこう!!!

●のあそびクラブ 髙田 裕司先生より
もうすぐ春ですね。この冬は寒さが厳しくなく、
畑の野菜やあぜの野草も戸惑っているようです。
カブトムシやクマゼミは無事かな？。明石川のホタルや
亀たちはどうしているでしょう？。季節が良くなって、
またみなさんと探しに行くのを楽しみにしています。

※抜粋 青文字は、農業体験行事等田園科学室主催行事
赤文字は、しぜんとあそぼう、のあそびクラブ主催行事
い

（きらく会様と）

●２月

（か）
（き）
（く）
（け）

節分（２月誕生会）
魚料理教室
映画観賞会（３回実施）
ジャガイモの植え付け

あ
え

お

う

きらく会さんとの
毎年恒例行事！

毎月行っている
お誕生会の様子。
チケットをもらって
会場へ・・・
く

き
か

フィッシュバーガー
づくり

け

ぇ

●３月

田園科学室・農作業体験

●５月

●６月

（な） 野菜クラブ・スイカの苗植え
（に） 野菜クラブ・いちごジャム作り
（ぬ） 野菜クラブ

田園科学室・山口 勝幸先生は、児童館開館当初より、農業体験や自然体験の行事に
ボランティアでご指導をいただいております。
『しぜんとあそぼう』の行事にも多大なご協力をいただいています。

のあそびクラブ・しぜんとあそぼう
あさひ児童館では｢のあそびクラブ(代表：北野 光良先生)」の協力で、地域の豊かな
自然を体験するプログラム『しぜんとあそぼう』を行っています。身近な自然を見、聞き、
さわり、におい、味わうという、五感すべてで楽しんでいきましょう。

ＲＲＡ【明石川清掃活動】
おたのしみ会（きらく会様と）
人形劇鑑賞（たけのこ劇団様）

（こ）
（さ）
（し）
（す）
（せ）
（そ）
（た）
（ち）
（つ）
（て）
（と）

●４月

さ

保護者会主催・ボーリング大会

あおぞら児童館
お別れ遠足
進級お祝い会・お別れ会
ロボット入門（神戸高専様と）
Shall Weお花見
自治会主催・春祭り
こどもフェスタ
（しあわせの村にて）

こ

ぇ

ジャガイモ・タマネギの収穫

（ね） ほたる探検隊
（の） 野菜クラブ・スイカの観察

す

し

せ

子どもも大人も先生も
みんなでワイワイ！

そ

た

ち
ロボット研究会さんとの
交流も長きにわたっています。

職員お手製のドーナツを
振る舞いました。

て

つ

に
な

と

野菜クラブ活動開始！

ぬ

ね

ジャガイモも
タマネギも
たくさんとれました！

桜が丘の豊かな
自然の中で
色んなことに
取り組んでいます！

の

●７月 （１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）

カレー祭り
かいぼり網作り
夏祭り・バザー
陶芸教室
キャッチＤＥポン
流しそうめん
ユニセフ様と
カラフルこま
ソーラークッキング

２

１

３

（創エネ神戸様と）

（10） ソーラー灯台づくり
（創エネ神戸様と）

（11） 夏のパン祭り
（12） スイカ祭り
（13） 姫路科学館おでかけ

４

地域のたくさんの先生方に
支えられて、貴重な経験をたくさん
させて頂きました。

５

８

７

６

ワクワクしながら、
学んでいます！

10

９

11

12

13

14
15

18

●８月 （14）
（15）
（16）
（17）
（18）
（19）

新港園訪問
自治会主催・夏祭り
古代村キャンプ
バルーンアート職人
牛乳パックぽっくり
ウォーターランドおでかけ

16

19

ドキドキ、ワクワクして
心も体も成長！！

17

18
夏休みは、色んなところへ
おでかけしました！

思い思いの
作品が
完成しました！

プラバン作り（３回実施）
ﾌｼﾞｰｽﾞﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟ（男子）
ﾌｼﾞｰｽﾞﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟ（女子）
あさひ製麺所
映画総選挙
（24） ＲＲＡ
（25） ピザ窯竣工式
（26） あおぞら児童館

●８月 （20）
（21）
（22）
（23）

21

20
23

22

（27） 伝承あそび
（28） 絵本の読み聞かせ

25

（きらきら星様と）

24

（29） キッザニア甲子園おでかけ
（30） 焼きそばパーティー
（31） 弦楽アンサンブル

みんなで選ぶ映画上映会
（32） 大掃除
地域の方と協力して
初開催！

26

28
27

夏休みたのしかったね！！
29

32

30

31

●９月
は

（は） かいぼり
（栄里づくり協議会様・田園科学室様と）

（ひ） 保護者会主催・お月見会
（ふ） 陶芸教室・絵付け体験
（へ） 野菜クラブ・野菜の種まき
ひ

ふ

７月にみんなで作った
網を使って頑張りました！

●１０月 （ほ）
（ま）
（み）
（む）
（め）

野菜クラブ・野菜の間引き
あさひ保育園運動会へ参加
命の感動体験（２回実施）
ハロウィンパーティー
芋堀り大会

ほ

へ

む
ま

み

楽しい行事目白押しの秋！
館外の行事もたくさんありました！

め

●１１月 （も）
（や）
（ゆ）
（よ）
（わ）
（を）

も

●１２月
（A）
（B）
（C）
（D）
（E）
（F）
（G）
（Ｈ）
（Ｉ）

や

よ

ゆ

魚のさばき方教室（岩本様と）
ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ作り（２回実施）
焼き芋大会
サラダ祭り
エコ壁新聞発表会
金剛様ご生誕祭
みんなでワイワイ収穫祭
（後方ページ参照）
芋のふるまい
クリスマスリース作り
クリスマス会
しめなわづくり
クリスマスフェスタ
もちつき大会
漬け物作り
野菜クラブ・綿花の収穫
野菜クラブ・大根の収穫
大掃除

わ

を
Ａ

地域の皆さんと一緒に
楽しみました！

Ｂ

Ｄ

Ｃ
Ｅ
Ｅ

Ｆ
Ｈ

Ｅ
Ｇ

季節を感じられる
行事満載！

● 学童保育・保護者の声・・・
様々な学年の子ども達が集まる中での生活だからこそ生まれる、
歳上や歳下のお友達への接し方など、子供達は無意識のうちに
日々学習し、成長しています。
先生方は宿題を見てくれたり、一緒に遊んでくれたり、たまには
厳しく叱ってくれる等、子供と真剣に向き合って下さるので、私達
保護者は安心して預ける事ができます。
「あさひキッチン」では、友達と皆でご飯が食べる事が出来、
苦手な食材への挑戦や克服等、お友達と一緒だから出来る！
この様な食への取り組みも、あさひならでは。素晴らしい事だと
思います。是非これからも続けて欲しいです。

初めて綿花をＥ
収穫！！
Ｅ

Ｉ

２０１９年は、田園科学室の山口先生にご協力を頂いて、有志の子どもたちと一緒に、「野菜クラブ」として、平日にたくさんの
農作業体験に挑戦をしました。小さな種から、だんだんと立派な野菜に育っていく様子を、体いっぱいに感じながら学んできま
した。また、育てた新鮮な野菜を頂き、野菜本来の味や食べ物を頂く大切さについても学ぶことができたのではないでしょうか。
学童さんたちがたくさん感じた、野菜が育っていく楽しさや新鮮な野菜のおいしさを感じていただけるように、 そして、たくさん
貴重な活動をさせて頂けた感謝の気持ちを込めて、収穫祭を開催しました。当日は、有志の学童さんがスタッフになってくれて、
元気いっぱい参加者を迎えてくれました。学童さんスタッフが頑張るゲームコーナーでは、楽しそうな笑い声がたくさん聞こえて
きました。外でのサツマイモのツル（綱）引きでは、子どもたちはもちろん、大人の方も力いっぱい綱を引っ張って下さいました。
最後に秋の味覚のふるまいを行い、新米のおにぎり、

焼き芋、大根のお味噌汁、など秋の味覚と、今年完成したピザ窯で

焼いたジャガイモのピザ等、おいしい秋を参加者の方に味わっていただきました。
当日は、１５０名ほどの方が参加をしてくださいました。これからも地域の方も一緒に、ドキドキ・ワクワクしながら、たくさんの
ことを感じて学んでいきたいと思っています。

-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ですが、３年目を迎えています。当初は数名で
始まったあさひキッチンですが、今では３０名ほどの子ども達や保護者の方が参加をしてくれています。お友だちと共に、
温かい食事を囲む時間は子ども達も毎週楽しみにしてくれています。
また地域の方が、育てたお野菜を子ども達にと持って参加をして下さったり、地域の元英語教師の方が、子ども達に
「英語であそぼう」を実施してくださってもいます。ボランティアスタッフの方は、温かい心で子ども達にかかわって下さっ
ています。そして、開始当初より、農家の方が無農薬のお野菜を提供してくださっています。いつもこども達にと笑顔で野菜
を手渡していただけること、私たちも力を頂いています。
顔見知りになってきた参加者たちが、お互いに声を掛け合って、配膳や片付けなども手伝ってくださっています。だんだん
と地域の居場所として、みんなで作るあさひキッチンとして、形づくられてきました。たくさんの地域の皆さんに遊びにきてい
ただけることを心からお待ちしております！

あなたの困った、ほっとかへん！「ほっとかへんネット

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 令和２年１月１５日（水)より２月１４日(金)まで 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

● ダンス教室

塚田先生

毎週火曜日

月３回 火曜日

毎週水曜日

17:15～18:15

17:00～18:00
18:00～19:00

18:10～19:00

於：児童館２F

山﨑先生

於：児童館 2F

於：新児童館 2F

● 体育教室

羽田先生

● ピアノ･マリンバ教室

毎週金曜日

17:30～18:30
於：あさひ保育園
ホール

一丸先生・藤井先生・金月先生

毎週月～土曜日
随時
於：新児童館/ 保育園

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。

● 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 ]
私の子どもは、10 か月の男の子です。生後二週間の頃に児童館
デビューしました。
「今日 1 日、誰ともしゃべらなかったな。」と思ったのがきっかけで、
ちょっと早すぎるかなと思いつつも児童館に遊びに行きました。児童館
では、お母さん同士でおしゃべりしたり、気軽に悩みを相談したりと
情報交換をすることができ、楽しい時間をたくさんのお友だちと一緒に
共有しています。児童館の先生にもたくさん抱っこしてもらい、息子も
笑顔で過ごしました。

● 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～
こんにちは！かわいい声で「こんにちは！」
たくさんの親子の皆さんが「こぶた文庫」のお話のコーナーに来て下
さいます。
新しいお友だちも、毎回来てくれるお友だちもいて本当に嬉しいです。
子どもは何回も何回も同じ本を見ます。読んでと、せがみます。そのうち
暗唱出来るお友だちもいて、一緒にお話してくれます。
本の全体の絵を見、その色を見、背景、登場人物に興味を持ち、そし
て本の内容が少しづつわかるようになっていきます。じっくり本を見てい
るお友だち、その場所（児童館等）に興味があって探検しだすお友だち、
楽しくて走りまわるお友だち。色んなお友だちがいてワイワイしながらほ
んの１０分間一緒にその場所で過ごす。そんなことの積み重ねが少しづ
つお兄さん、お姉さんになっていく過程かもしれません。
２０１９年は何冊お話しを聞いて見ていただけたでしょうか。好きな
本はありましたか。又、本と一緒に遊びましょうね。

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！！

● ２歳児 こあらクラブ [ 毎週水曜日 １０：３０～ ]
桜が丘に引っ越し、知り合いがいない中で「子どもと年の近いお友だ
ちができたらいいな」と願い、こあらクラブに参加させていただきました。
明るく面白い先生方が温かく迎えてくださり、心がホッとしたのを覚えて
います。
毎回、ご挨拶、体操、手遊びと絵本の読み聞かせ、工作などの活動と
いう流れで、最初は恥ずかしがっていた子どもも次第に「はい！」と元気に
言えるようになりました。
今年度は、春に近くの畑でいちご狩りと夏野菜の植え付けをさせてい
ただき、育ったトマトやきゅうりを夏に美味しくいただきました。秋には運動
会ごっこやママプログラムの楽しいハロウィン。晴れた日には桜が丘公園
で思いっきり外遊びを楽しみました。冬はクリスマス会で、恒例の先生方
のマジックとサンタ登場にドキドキわくわく大笑い。お誕生日には先生方
から嬉しいカードのプレゼント。お友だちもでき、1 年間で子どもたちの成
長を感じました。就園前の親子で過ごせる貴重な時間を楽しく過ごすこと
ができました。

