
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★遊びの広場：きらきら（２才きらきら（２才きらきら（２才きらきら（２才～）～）～）～）／10：：：：00～～～～11：：：：30         ・ぴよぴよ（１才～・ぴよぴよ（１才～・ぴよぴよ（１才～・ぴよぴよ（１才～））））／10：：：：00～～～～11：：：：30  ・・・・ばぶちゃん（０才～）ばぶちゃん（０才～）ばぶちゃん（０才～）ばぶちゃん（０才～）／10：：：：00～～～～11：：：：30  

★支 援 開 放 ：午前午前午前午前／9：：：：30～～～～11：：：：30        ・・・・午後午後午後午後／12：：：：30～～～～16：：：：00                    ★ランチタイムランチタイムランチタイムランチタイム ／11：：：：30～～～～12：：：：30（火曜～金曜） 

 

 

 

 

★遊びの広場：すくすく（２才すくすく（２才すくすく（２才すくすく（２才～）～）～）～）／10：：：：00 ~ 11：：：：30        ・よちよち（１才・よちよち（１才・よちよち（１才・よちよち（１才～）～）～）～）／10：：：：00 ~ 11：：：：30        ・・・・はいはい（０才～）はいはい（０才～）はいはい（０才～）はいはい（０才～）／13：：：：30 ~ 15：：：：00 

★支 援 開 放 ：午前午前午前午前／9：：：：30～～～～11：：：：30        ・・・・午後午後午後午後／12：：：：30～～～～16：：：：00                    ★ランチタイムランチタイムランチタイムランチタイム ／11：：：：30～～～～12：：：：30（月曜～土曜） 

 

       １日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(ばぶちゃん） 

サークルサークルサークルサークル 

２日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら）    

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

３日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

４日 

    

５日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

６日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら） 

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

 

７日 

焼き芋大会 

＊支援センターはお休みで＊支援センターはお休みで＊支援センターはお休みで＊支援センターはお休みで

す。す。す。す。    

８日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(ばぶちゃん） 

サークルサークルサークルサークル 

９日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら）    

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

 

10 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

11 日 12 日 

体育の日 

 

13 日 

読み聞かせ 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら） 

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

14 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（ぴよぴよ） 

製作日    

ベビーマッサージ（１０月）ベビーマッサージ（１０月）ベビーマッサージ（１０月）ベビーマッサージ（１０月） 

15 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(ばぶちゃん） 

製作日    

サークルサークルサークルサークル    

16 日 

児童館で遊ぼう 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら） 

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

17 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

18 日 

    

    

19 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

20 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら） 

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

製作日 

21 日 

汽車に乗って行こう 

＊支援センターはお休みで＊支援センターはお休みで＊支援センターはお休みで＊支援センターはお休みで

す。す。す。す。 

22 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(ばぶちゃん） 

サークルサークルサークルサークル 

23 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら） 

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

24 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

25 日 

 

     

26 日 

支援支援支援支援開放開放開放開放 

27 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら） 

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

28 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（ぴよぴよ） 

ベビーマッサージ（１０月）ベビーマッサージ（１０月）ベビーマッサージ（１０月）ベビーマッサージ（１０月） 

29 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(ばぶちゃん） 

サークルサークルサークルサークル    

30 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（きらきら）    

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後) 

31 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

       １日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）（すくすく）（すくすく）（すくすく）    

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

２日 

赤ちゃんふれあい体験教室 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい）     

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち） 

３日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

４日 

    

5 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）     

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

６日 

赤ちゃんふれあい体験教室 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい）     

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち）     

７日 

焼き芋大会 

＊＊＊＊午後の午後の午後の午後の支援支援支援支援開放開放開放開放はははは 

お休みです。お休みです。お休みです。お休みです。 

８日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）    

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

    

９日 

赤ちゃんふれあい体験教室 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい）     

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち） 

10 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

11 日 12 日 

体育の日 

 

13 日 

避難訓練 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち） 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい） 

14 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

15 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）    

製作日 

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

16 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち） 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい） 

製作日 

おっぱい相談 

17 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

18 日 

    

    

19 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）     

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

20 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち） 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい） 

21 日 

汽車に乗って行こう 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

22 日 

歯の何でも相談    

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）    

支援開支援開支援開支援開放放放放(午後) 

23 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（よちよち） 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(はいはい） 

ベビーマッサージ 

24 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

25 日 

 

     

26 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）     

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

 

27 日 

赤ちゃんふれあい体験教室 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい）     

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち）  

28 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

29 日 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（すくすく）    

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

30 日 

赤ちゃんふれあい体験教室 

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場（はいはい）     

遊びの広場遊びの広場遊びの広場遊びの広場(よちよち）  

31 日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

・・・・・・・・子子子子子子子子育育育育育育育育てててててててて支支支支支支支支援援援援援援援援セセセセセセセセンンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーー「「「「「「「「ひひひひひひひひままままままままわわわわわわわわりりりりりりりり」」」」」」」」    網網走走市市駒駒場場北北 44 丁丁目目 22－－1188    TEL（00115522））6611－－11770000   FAX（（00115522））6611－－11770011  

・・・・・・・・子子子子子子子子育育育育育育育育てててててててて支支支支支支支支援援援援援援援援セセセセセセセセンンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーー「「「「「「「「どどどどどどどどんんんんんんんんぐぐぐぐぐぐぐぐりりりりりりりり」」」」」」」」    網網走走市市北北１１００条条西西３３丁丁目目９９    TEL・FAX（0152）44－8700 

公園や街路樹の木々も緑から赤や黄色へと色付き、秋の 

深まりを知らせてくれています。これからは、朝晩の寒さ

も増してきますが もう少し温かなお日さまの下 秋の 

自然に触れ、戸外遊びを楽しんで秋を満喫したいですね！ 

 

10 月 しえんせんたー通信しえんせんたー通信しえんせんたー通信しえんせんたー通信    

しえんせんたー通信の更新情報やイベント情報は 

『お知らせメール＠あばしり』で配信します。 

配信を希望される方は QR コードもしくは下記 

アドレスより空メールをお送りください。 

touroku@info.city.abashiri.hokkaido.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・すずらん保育園・・・・10 月  １日(木)・15 日(木)10：00～11：00 

・たんぽぽ保育園・・・・10 月 14 日(水)・28 日(水) 10：00～11：00 

・ひまわり保育園・・・・10 月  ７日(水)  10：00～11：00 

・潮 見 保 育 園・・・・10月  17 日(土)  9：00～11：30 
（（（（０・１・２  才         は 9：00～11：00 説明と見学のみ））））    

    
保育園開放保育園開放保育園開放保育園開放ではではではでは、、、、同年齢同年齢同年齢同年齢のおのおのおのお友達友達友達友達とのふれあいをとのふれあいをとのふれあいをとのふれあいを楽楽楽楽しむことがしむことがしむことがしむことが出来出来出来出来ますますますます。。。。事前事前事前事前のののの申申申申しししし込込込込みはみはみはみは    

必要必要必要必要ありませんがありませんがありませんがありませんが、、、、潮見保育園潮見保育園潮見保育園潮見保育園についてはについてはについてはについては事前事前事前事前のののの申申申申しししし込込込込みがみがみがみが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。 

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞    潮見保育園（潮見保育園（潮見保育園（潮見保育園（℡℡℡℡44－－－－7591)  

 

 

10 月 6 日(火) 28 日(水) 
 

＊毎週火曜日の午後も使用する 

ことができません 

 

 

 

 

   

１０月の“赤ちゃんふれあい体験教室”は、下記の日程となっています。 
 

２日（金）                     ３０日（金）  

６日（火）                         

９日（金）  

２７日（火）                     第４中学校 
  

                ＜＜＜＜赤赤赤赤ちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあい体験教室体験教室体験教室体験教室によるによるによるによる時間変更時間変更時間変更時間変更＞＞＞＞ 

【変更後】  遊びの広場“はいはい”  →  10：30～12：00          

遊びの広場“よちよち”  →   13：30～15：00 

赤ちゃんふれあい体験教室の日は、ランチタイムもお休みとなります 
    

赤ちゃんふれあい体験教室は、将来のお父さん・お母さんとなる世代を 

育てる支援として、市内の中学３年生と 2 ヵ月～11 ヵ月の赤ちゃんと 

そのお母さんが、支援センター「どんぐり」の遊びの広場 

“はいはい”の時間の中で交流するものです。 

    ＊＊＊＊    事前事前事前事前のののの申申申申しししし込込込込みやみやみやみや定員定員定員定員はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

参加参加参加参加されたされたされたされた方方方方にはプレゼントもにはプレゼントもにはプレゼントもにはプレゼントも用意用意用意用意していますしていますしていますしています。。。。    

    

～～～～～～～～    たくさんたくさんたくさんたくさんのののの皆皆皆皆さまのさまのさまのさまの参加参加参加参加のごのごのごのご協力協力協力協力ををををよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします    ～～～～～～～～ 

    
    
    

日時日時日時日時：：：：10101010 月月月月 22222222 日日日日（（（（木木木木））））10:0010:0010:0010:00～～～～11111111：：：：30303030            

場所場所場所場所：：：：支援支援支援支援センターセンターセンターセンター「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」」」」    
    

保健センターの歯科衛生士による“歯の何でも相談”です。 

事前の申込みはありません。相談を希望される方は 

当日、お子さんの歯ブラシをお持ち下さい。 

        
＊＊＊＊支援支援支援支援センターセンターセンターセンター「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」」」」    

・・・・    6666 日日日日（（（（金金金金））））    赤赤赤赤ちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあい体験教室体験教室体験教室体験教室    

（（（（５５５５中中中中））））    

・・・・10101010 日日日日（（（（火火火火））））    おっぱいおっぱいおっぱいおっぱい相談相談相談相談    

・・・・12121212 日日日日（（（（木木木木））））    読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ    

・・・・18181818 日日日日（（（（水水水水））））    子育子育子育子育てミニてミニてミニてミニ講演会講演会講演会講演会    

・・・・20202020 日日日日（（（（金金金金））））    赤赤赤赤ちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあい体験教室体験教室体験教室体験教室    

（（（（１１１１中中中中））））    
・・・・24242424 日日日日（（（（火火火火））））    赤赤赤赤ちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあいちゃんふれあい体験教室体験教室体験教室体験教室    

（（（（１１１１中中中中））））    
・・・・22227777 日日日日（（（（金金金金））））    ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ    
    

…詳細は 11 月の通信でお知らせします… 

    

＊＊＊＊    日時日時日時日時    ・・・・・・・・・・・・10101010 月月月月    ７７７７日日日日（（（（水水水水））））    10101010：：：：30303030～～～～11111111：：：：30303030    

＊＊＊＊    場所場所場所場所    ・・・・・・・・・・・・支援支援支援支援センターセンターセンターセンター「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」」」」園庭園庭園庭園庭    

        （（（（雨天雨天雨天雨天：：：：支援支援支援支援センターセンターセンターセンター「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」」」」室内室内室内室内））））    

＊＊＊＊    持持持持ちちちち物物物物    ・・・・・・・・・・・・飲飲飲飲みみみみ物物物物・・・・敷物敷物敷物敷物・・・・おしぼりおしぼりおしぼりおしぼり        

    （（（（雨天雨天雨天雨天：：：：靴靴靴靴をををを入入入入れるビニールれるビニールれるビニールれるビニール袋袋袋袋をおをおをおをお持持持持ちちちち下下下下さいさいさいさい））））        
 
 
・ お芋が焼けるまでは、体操をしたり、好評のユーズド 

コーナーもオープンして楽しく過ごせます！ 
 

・ 事前の申し込みや定員はありません。 

沢山沢山沢山沢山のののの方方方方のののの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしてちしてちしてちしていますいますいますいます！！！！    
 

※  この日は、支援センター「どんぐり」のランチタイムと午後の 

支援開放、支援センター「ひまわり」は終日お休みとなります。 

             

日時日時日時日時    ：：：：    10101010 月月月月 13131313 日日日日（（（（火火火火））））    

場所場所場所場所    ：：：：    支援支援支援支援センターセンターセンターセンター「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」」」」    
        

支援センター「どんぐり」遊びの広場“よちよち”の時間内に 

消防の方が立ち合い、避難訓練を行います。消火訓練を 

したり、ミニ消防車わんぱく君も来てくれます！  

ご協力よろしくお願いします。 

第３中学校 

＊＊＊＊支援支援支援支援センターセンターセンターセンター「「「「ひまわりひまわりひまわりひまわり」」」」    

・・・・    ９９９９日日日日（（（（月月月月））））    栄養相談栄養相談栄養相談栄養相談    

・・・・11111111 日日日日（（（（水水水水））））    ２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））        

                ベビーマッサージ・ベビーマッサージ・ベビーマッサージ・ベビーマッサージ・１１１１１１１１月月月月コースコースコースコース    

＊「＊「＊「＊「ひまわりひまわりひまわりひまわり」」」」・・・・「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」」」」合同合同合同合同        

・・・・10101010 日日日日（（（（火火火火））））    てんとらんどへてんとらんどへてんとらんどへてんとらんどへ行行行行こうこうこうこう    

・・・・13131313 日日日日（（（（金金金金））））    全道高等学校全道高等学校全道高等学校全道高等学校ボランティアボランティアボランティアボランティア    

研究大会参加研究大会参加研究大会参加研究大会参加    
    「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」「」「」「」「ひまわりひまわりひまわりひまわり」」」」終日休終日休終日休終日休みみみみ        

    

    

日時日時日時日時：：：：10101010 月月月月 16161616 日日日日（（（（金金金金））））１０１０１０１０::::００００００００～～～～11111111：：：：30303030            
場所場所場所場所：：：：潮見児童潮見児童潮見児童潮見児童センターセンターセンターセンター【【【【現地集合現地集合現地集合現地集合・・・・現地解散現地解散現地解散現地解散】】】】    

    
今年度最後となりました、児童館で遊ぼう！です。 

児童センターの広いホールで、リズム遊びやバルーン 

遊びなど、体を使った遊びを楽しみます。 

                                                            

 

１０月の製作は 

ハロウィンにちなんだ 

製作をします。 

製作日は、表面の 

予定表でご確認 

下さい。 

支援センター「ひまわり」では、センター職員によるベビー 

マッサージ（2 回コース・申込み制）を行っています。 

少人数でのんびりとベビーマッサージを楽しむことができ 

2 回目は、マッサージをした後に、おもちゃ作りもします。 

【【【【11111111 月月月月コースコースコースコース】】】】    11111111 日日日日（（（（水水水水））））・・・・25252525 日日日日（（（（水水水水））））    13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000    

             定員：6 組   参加費：無料 

＊＊＊＊申込申込申込申込みがみがみがみが必要必要必要必要ですのでですのでですのでですので、、、、センターセンターセンターセンター職員職員職員職員までまでまでまで、、、、おおおお知知知知らせらせらせらせ下下下下さいさいさいさい。。。。    

これからの時期は、体調を崩すことや 

感染症の流行も出てきそうです。 

手洗いやうがいの励行 

十分な休息を取るなど 

元気に過ごせるように 

注意しましょう。また、体調が悪い時には、

センターの利用も控え、ゆっくりと体を 

休めて下さいね。 


