地域子育て支援センター

令和４年６月１日発行

「はぐ」
きたやま
北山保育所の園庭開放にたくさんの親子が遊びに来てくれます。歩行ができるようになって、あちこち好きなところを歩き回ってい
る子、初めての砂の感触を楽しみ握ったり摘まんだりしている子、みんな楽しそうです。赤ちゃんは砂を食べてしまわないかと気にな
りますが、砂場が一番のお気に入りのお子さんも多いので皆で見守っています。
また、１～２歳児になるとバケツやシャベルを使って大人と一緒に山や砂のケーキもつくれるようになるので、イメージを膨らませ
て遊んでいます。外遊びは身体を動かすのでお腹もすくし、お昼寝もできるし良いことがたくさんあります。
梅雨の時期に入ると戸外遊びができませんが、晴れ間を見つけてぜひ園庭開放に遊びにきてください。一緒に遊びましょう。

「はぐ」きたやま問合せ
府中市北山町３－２７－９
℡：042-573-2512
開設時間：月～金（土日祝日
を除く）
午前９時３０分～午後４時
アクセス：京王線 府中駅よ
り ちゅうバス（北山循環）
「せせらぎ公園」下車 徒歩
１分

６月の第３日曜日は、父の日でしたね。１９日（日）は、北山保育所の
「ポップコーン・パパ」の日でもあります。普段お仕事でなかなかお子さんと
関わることができないお父さん。一緒に遊びませんか？
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※予約制です。
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6 月４日は「虫の日」で
す。そこで虫にちなんだク
イズです。わかるかな？
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７月の子育て講座のお知らせ
日時 ７月２６日（火）10 時～１１時
内容 「親子ふれあい遊び」予約開始日：７/1～
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１３

ム

★ 北山保育所 ス ポ

１９

１４

１５

１６

園庭開放

すきっぷ

園庭開放

１１：００～１２：００

武蔵台文化ｾﾝﾀｰ

１１：００～１２：００

１０：００～
１１：００

２０

２１

２２

２３

園庭開放

園庭開放

１１：００～１２：００

１１：００～１２：００

すきっぷ １～３歳
西府文化ｾﾝﾀｰ

２７

２８

２９

園庭開放

はぐ子育て講座

はぐ子育て講座

園庭開放

１１：００～１２：００

「ピクニック ごっ
こ」予約制

「ピクニックごっ
こ」予約制

１１：００～１２：００

１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０

１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０

すきっぷ ０歳
西府文化ｾﾝﾀｰ
１０：００～１１：００

４

１０

１１

ポップコーン
片町文化ｾﾝﾀｰ
１０：００～１１：００

１７

１８

ポップコーン
片町文化ｾﾝﾀｰ
１０：００～１１：００

１０：００～１１：００

２６

３
ポップコーン
片町文化ｾﾝﾀｰ

ットタイム

１０：００～１１：００

ポップコ
ーン
・パパ

土

１０：００～１１：００

もんだい２
虫は虫でも、よく涙を流
す虫は？

すきっぷ ０歳
西府文化ｾﾝﾀｰ

金

３０

２４

２５

🌸 園庭開放「スポットタイム」🌸

子育て相談を受付ていま
す。

下記の６カ所の保育所では、月 1 回、園庭開放日
に「スポットタイム」があります。スポットタイム
とは地域子育て支援担当保育士が参加者の方と一
緒に遊ぶ時間です。開催場所と日程は次のとおりで
す。※雨天時は中止となります。
※開催月は、５・６・１０・１１・１２・１月
【６月のスポットタイム】
＊東保育所
＊住吉保育所
＊本町保育所
＊三本木保育所
＊北山保育所
＊小柳保育所

６月
６月
６月
６月
６月

７日（火）☎３６２－５２００
７日（火）☎３５１－３７０１
８日（水）☎３６６－６８８６
８日（水）☎３６５－６２１２
９日（木）
☎０４２－５７３－２５１２
６月１０日（金）☎３６３－９５１０

子育てで不安なこと離乳食
のことなどお気軽に相談して
ください。

【６月クイズのこたえ】
①でんでんむし
②泣き虫
③空の下はハエ
④むね

誕生月のおともだちに、誕生日カードを
プレゼントします。受付でお知らせくださ
い。また、身長体重測定も随時受付ていま
す。希望の方は受付でお知らせください。

時間は１１：００～１２：００の間、１０分～
１５分程度を予定しています。

「はぐ」子育て講座のご案内
お待たせしました。折り紙講座のご案内
です。今回は七夕飾りを作ります！手作り
の飾りを笹にかざって楽しみましょう。
１ 日時 ７月４日(月)・５日(火)
１４：００～
２ 場所 はぐひろば室
３ 内容 折り紙講座 「七夕飾り作り」
４ 講師 北山保育所長
※予約制
ご都合の良い日を選んで参加をしてくださ
い。

紙工作でお弁当を作ってピクニックごっこをして遊びましょ
う。都合の良い日を選んで参加をしてください。
１

日時

令和４年６月２８日（火）２９日（水）

１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０
２ 場所 「はぐ」きたやま 子育てひろば室
３ 内容 作って遊ぼう！「ピクニックごっこ」
※予約制です。

参加をしたいひろばの日程をご確認のうえ予約をしてください。
【武蔵台文化センターすきっぷ】予約制 日時 ６月１４日（火） １０：００～１１：００ 場所 武蔵台文化センター1 階遊戯室
【西府文化センターすきっぷ】 予約制 日時 ６月２０日（月） １０：００～１１：００ １歳～３歳
6 日・２７日（月）０歳 場所 西府文化センター１階 遊戯室
【ポップコーン・パパ】予約制
日時 ６月１９日（日）１０：００～１１：００ 場所 北山保育所遊戯室
【片町文化センターポップコーン】予約制 日時 ６月３日・１０日・１７日（金）１０：００～１１：００
場所 片町文化センター １階遊戯室 対象 ０～３歳
※予約先はいずれも「はぐ」きたやま ☎０４２－５７３－２５１２
府中市の公立保育所４か所の
地域子育て支援センター「は
ぐ」
（東・北山・住吉・三本木
保育所）と２か所（本町・小柳
保育所）には、２名の地域子育
て支援担当保育士がいます。子
育てひろばや園庭開放に出向き
皆さんとお喋りをしたり遊んだ
りしています。子育てに悩んだ
時などもぜひ声をかけてくださ
い。ひろばや保育所でお会いで
きるのを楽しみにしています。

6 月 4 日は虫歯の日。
そこで、今月は歯磨きをどうしたら楽しくで
きるか？コツをお話します。また、歯が生え
てくるまでの準備と生えてからの歯磨きの具
体的なポイントなどをお話します。
興味のある方は是非参加をしてください。
１ 日時 6 月２２日（水）１１：００～
２ 場所 「はぐ」きたやま子育てひろば室
３ 内容 「楽しく歯磨き」
４ 講師 北山保育所看護師 ※予約制です。

「できないことより、いいことさがし」
ある日、昨年度「はぐ」に来てくれていたママと保育所の玄関で
ばったり。
「随分保育所に慣れましたね。
」と声をかけると「朝、笑
顔でバイバイされると何だか寂しくて。
」と泣かないで離れていく
姿に嬉しい反面寂しさがこみあげてくると言っていました。それか
ら、
「まだうちの子、紙パンツなのですが周りの子は布パンツです
か？」と出来ていないことも気にしているようでした。
我が子の未熟な部分が気になってしまう、それは親心のようにも
思えます。でも新しい環境に慣れてきたときだからこそ、我が子の
不十分なところに目を向けるのではなく、よく育っている部分に目
を注ぎ、それを声に出して褒めてあげては如何でしょう。朝、笑顔
でバイバイできること、お気に入りのおもちゃで夢中で遊べること
など一人で出来ることが増えたら、それは我が子のとてもよく育っ
ている部分です。
「いいね。
」と伝えてあげましょう。行動を褒めて
あげることで自信（やる気）につながります。
一緒にお風呂に入ったり、一緒に布団に横になったり、おしゃべ
りをしたりしてゆったり過ごしたい、そんな季節ですね。

