
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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（火曜日～金曜日） 

 

 

 

 

★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（月曜日～土曜日）

１日 

 

２日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

３日 

文化文化文化文化のののの日日日日 

４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） 

サークルサークルサークルサークル 

５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 

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 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

８日 

    

９日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

栄養相談 

１０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) 

１１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〈１１月〉ベビーマッサージ〈１１月〉ベビーマッサージ〈１１月〉ベビーマッサージ〈１１月〉    

 

１２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 

１３日 

全道高等学校ボランティア 

研究大会＊支援センターは＊支援センターは＊支援センターは＊支援センターは

終日お休みです。終日お休みです。終日お休みです。終日お休みです。 

１４日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

１５日 １６日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

１７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） 

製作日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 (午後)    

１８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 

サークルサークルサークルサークル 

１９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 

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) 

２１日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

２２日 

    

    

２３日 

勤労感謝の日 

 

２４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) 

２５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〈１１月〉ベビーマッサージ〈１１月〉ベビーマッサージ〈１１月〉ベビーマッサージ〈１１月〉    

 

２６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 

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 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

２９日 

 

       

３０日 

支援開放支援開放支援開放支援開放２４日 

振替休日 

     

１日 

 

２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) 

３日 

文化の日 

 

４日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

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 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

８日 

 

 

９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) 

１０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) 

おっぱい相談    

１１日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

１２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（すくすく）    

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後)    

１３日 

全道高等学校ボランティア 

研究大会＊支援センターは＊支援センターは＊支援センターは＊支援センターは

終日お休みです。終日お休みです。終日お休みです。終日お休みです。 

１４日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

１５日 

 

 

１６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) 

 

１７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） 

１８日 

子育てミニ講演会 

＊支援開放（午前）は

お休みです。 

支援開放支援開放支援開放支援開放(午後) 

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 

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） 

２１日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

 

２２日 

    

    

２３日 

勤労感謝の日 

 

 

２４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）  

２５日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

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 

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  

２８日 

支援開放支援開放支援開放支援開放 

２９日   

          

 

     

３０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) 

製作日 

     

・・・・・・・・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 

朝晩の寒さも日ごとに増し、冬の訪れを感じる頃となりまし

た。これからは体調を崩しやすい季節となりますが、外出後

の手洗いやうがい、薄着を心掛け、栄養と睡眠もしっかりと

取って、風邪に負けずに元気いっぱいに過ごしたいですね！ 

11 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・・・・11月 5 日(木) 10：00～11：00 

・たんぽぽ保育園・・・・11月 11 日(水) 10：00～11：00 

・ひまわり保育園・・・・11月 4 日(水) 

・潮 見 保 育 園・・・・11月 28 日(土) 9：00～11：30 
（（（（０・１・２  才         は 9：00～11：00 説明と見学のみ））））    

    
保育園開放では、同年齢のお友達とのふれあいを楽しむことが出来ます。 
事前の申し込みは必要ありませんが、潮見保育園につきましては事前の 

申し込みが必要になります。 
 

＜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)  

                                      

 

    

 

    お子さんの病気やけが・誤飲など、いざという時に役立つ応急処置を 

実技を通して 消防の方に教えて頂きます！ 
 

日時日時日時日時        11111111 月月月月 18181818 日日日日（（（（水水水水））））    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」」」」    

講師講師講師講師        網走地区消防隊員網走地区消防隊員網走地区消防隊員網走地区消防隊員    

定員定員定員定員        １０１０１０１０名名名名    

参加費参加費参加費参加費        無料無料無料無料                    

                    ＊＊＊＊参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方はははは    9999：：：：50505050 までにまでにまでにまでに動動動動きやすいきやすいきやすいきやすい服装服装服装服装でおでおでおでお集集集集まりまりまりまり下下下下さいさいさいさい    
    

＊ 参加希望の方は、10 月 29 日(木)10:00 より支援センター「どんぐり」 

「ひまわり」で申し込みください。(電話での申し込みはご遠慮下さい) 

＊  お子さんは職員とボランティアの方による託児がありますので、 

のんびりと講演会に参加できます。 
 

＊＊＊＊    またまたまたまたこのこのこのこの日日日日はははは、、、、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」」」」のののの支援支援支援支援    

開放開放開放開放（（（（午前午前午前午前））））とととと    ランチタイムランチタイムランチタイムランチタイムががががおおおお休休休休みみみみととととなりますなりますなりますなります。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

11 月の“赤ちゃんふれあい体験教室”は、下記の日程です。 

今月も、2 ヵ月～11 か月までの赤ちゃんとお母さんの参加を 

お待ちしています！ 

 第５中学校 … １１月６日（金） 

第第第第３３３３中学校中学校中学校中学校    …………    １１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））        

（（（（10101010 月月月月 9999 日日日日（（（（金金金金））））    台風台風台風台風でででで延期延期延期延期になったになったになったになった日程追加分日程追加分日程追加分日程追加分ですですですです。）。）。）。）    

       第１中学校 … １１月２０日（金）・２４日（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 
    

全１０回と長い日程での「赤ちゃんふれあい体験教室」も、今月で終了と 

なります。沢山の方に参加して頂き、市内５校の中学３年生が赤ちゃんと 

ふれあうことができました。また、実施にあたり、『どんぐり』の遊びの広場 

“はいはい”と“よちよち”の時間変更やランチタイムのお休み等 沢山の方 

のご理解とご協力を頂きました。ありがとうございました。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日のののの    

午後午後午後午後はははは    

使用使用使用使用できませんできませんできませんできません    

 

 

 

 

駒場住民センターで活動する・駒場町内会ふれあい会『くるみ』より 

おもちつきのお誘いがありました。おじいちゃん、おばあちゃんとの 

ふれあいやおもちつき体験を楽しみ、美味しいお雑煮を一緒に 

ごちそうになります！ 
  
＊＊＊＊日日日日 時時時時                １２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（木木木木））））10101010：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000        

＊＊＊＊場場場場 所所所所                駒場住民駒場住民駒場住民駒場住民センターセンターセンターセンター                

＊＊＊＊定定定定 員員員員                20202020 組組組組                                

＊＊＊＊参加費参加費参加費参加費                大人大人大人大人１００１００１００１００円円円円（子どもは無料） 

＊＊＊＊持持持持ちちちち物物物物                親子分親子分親子分親子分のおのおのおのお雑煮雑煮雑煮雑煮をををを食食食食べるべるべるべる食器食器食器食器    

（お椀とお箸やスプーンなど） 

 ☆調理バサミがあると お子さんのおもちを小さく切りやすいです         

＊＊＊＊参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方はははは、、、、10:1510:1510:1510:15 までにまでにまでにまでに駒場住民駒場住民駒場住民駒場住民センターにおセンターにおセンターにおセンターにお集集集集まりくださいまりくださいまりくださいまりください 
   

＊申込み～１１月９日（月）10：00～支援センター「どんぐり」 

「ひまわり」で参加費を添えて申込み下さい。 

（お電話での申込みは、ご遠慮ください） 

         ＊＊＊＊このこのこのこの日日日日はははは、、、、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」」」」のののの遊遊遊遊びのびのびのびの広場広場広場広場    

““““ばぶちゃんばぶちゃんばぶちゃんばぶちゃん””””とととと    ランチタイムがおランチタイムがおランチタイムがおランチタイムがお休休休休みとなりますみとなりますみとなりますみとなります。。。。    

 

    

台風台風台風台風やややや吹雪吹雪吹雪吹雪などなどなどなどのののの悪天候等悪天候等悪天候等悪天候等でででで、、、、市内市内市内市内のののの小小小小、、、、中学校中学校中学校中学校がががが臨時休校臨時休校臨時休校臨時休校とととと    

なったなったなったなった場合場合場合場合はははは、、、、子育子育子育子育てててて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」」」」・・・・「「「「どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり」」」」はははは、、、、    

おおおお休休休休みとなりますみとなりますみとなりますみとなりますのでのでのでので、、、、ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。    

またまたまたまた、、、、ごごごご不明不明不明不明なななな際際際際にはにはにはには、、、、支援支援支援支援センターにおセンターにおセンターにおセンターにお問問問問いいいい    

合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。『『『『おおおお知知知知らせメールらせメールらせメールらせメール＠＠＠＠あばしりあばしりあばしりあばしり』』』』でもでもでもでも    

おおおお知知知知らせしらせしらせしらせしていていていていますますますます。。。。    

    

        
＊＊＊＊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」」」」    

・・・・    9999 日日日日（（（（水水水水））））リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ講座講座講座講座    

・・・・11111111 日日日日（（（（金金金金））））    おっぱいおっぱいおっぱいおっぱい相談相談相談相談    

・・・・18181818 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    

＊＊＊＊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」」」」    

・・・・    3333 日日日日（（（（木木木木））））    「「「「くくくくるみるみるみるみ」」」」・おもちつき・おもちつき・おもちつき・おもちつき    

・・・・    8888 日日日日（（（（火火火火））））    読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ    

・・・・22222222 日日日日（（（（火火火火））））    歯歯歯歯のののの何何何何でもでもでもでも相談相談相談相談    

＊「＊「＊「＊「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        

・・・・    １１１１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((((日日日日））））    サンデーパパサンデーパパサンデーパパサンデーパパ    

（（（（おもちつきおもちつきおもちつきおもちつき））））    

・・・・17171717 日日日日（（（（水水水水））））    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会                                                

 

…詳細につきましては… 

12 月の通信でお知らせします    

    

    

 

 

11111111 月月月月 13131313 日日日日（（（（金金金金））））は、全道高等学校ボランティア研究大会に 

参加協力する為、子育子育子育子育てててて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」「」「」「」「ひまわりひまわりひまわりひまわり」」」」はははは、、、、    

終日終日終日終日おおおお休休休休みみみみとなりますのでお間違えの無いように、お気を 

つけ下さい。 

    

    
    

11111111 月月月月 10101010 日日日日（（（（火火火火））））にににに予定予定予定予定していましたしていましたしていましたしていました【【【【テントランドへテントランドへテントランドへテントランドへ行行行行こうこうこうこう！】！】！】！】はははは    

改修工事改修工事改修工事改修工事でででで使用使用使用使用できないできないできないできない為為為為、、、、今月今月今月今月はははは、、、、中止中止中止中止となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
 

 １２月～来年２月まで、『道立オホーツク公園』のセンターハウス内にある 

室内遊具室「「「「てんとらんどてんとらんどてんとらんどてんとらんど」」」」へへへへ遊びに行きます。 

お友だちと一緒に、体を沢山使って遊びましょう！ 

日程は毎月の通信でお知らせします。  

  

 

 

11 月～来年３月までの毎週金曜日毎週金曜日毎週金曜日毎週金曜日のののの遊遊遊遊びのびのびのびの広場広場広場広場““““きらきらきらきらきらきらきらきら””””はははは、、、、    

駒場住民駒場住民駒場住民駒場住民センターのホールでセンターのホールでセンターのホールでセンターのホールで、、、、体体体体をををを沢山使沢山使沢山使沢山使ってってってって遊遊遊遊びますびますびますびます。。。。    

リズム遊びやバルーン遊びも楽しむことができます 

ので、是非遊びに来て下さいね。 

駒場住民センターでお待ちしています！ 

 

11 月は、クリスマスの製作 

です！製作日は、表面の 

予定表でご確認下さい。 

「どんぐり」遊びの広場 

““““はいはいはいはいはいはいはいはい””””とととと““““よちよちよちよちよちよちよちよち””””はははは    

12121212 月月月月 1111 日日日日((((火火火火))))に行います。 


