
月 火 水 木 金 土日

4森であそぼう

１1森であそぼう

18森であそぼう

２５森であそぼう

7森であそぼう

１4森であそぼう

２１おやすみ

２８森であそぼう

1森であそぼう

8森であそぼう

１5森であそぼう

２２森であそぼう

2森であそぼう

9森であそぼう

１6森であそぼう

２３森であそぼう

3森であそぼう

１0森であそぼう

１7森であそぼう

２４森であそぼう

月 火 水 木 金 土日

写真使用のお願い
活動中に写真撮影をすることがあります。
写真は活動報告やＨＰ、チラシ、SNSなど
に掲載することがあります。
支障になる方はお知らせください

みんなでおそうじ♪1４：45～
遊んだあとはみんなでお片付けしましょう！
いつもご協力ありがとうございます

12 月の予約は１1/26　  受付開始

１２月の土曜日利用は予約が必要です。
お電話または公式LINEで受付します。
感染状況によっては予定が変更になる場合も
あります。公式LINE・Facebookなどでも情報を
更新するので、確認してくださいね

あそびのひろば
たたいて作ろう！ペーパーナイフ
12月１１日（土）1０:０0～未定

参加費：100円（要申込※小3 以上）

叩いて、焼入れ、世界に1本のオリジナル
ペーパーナイフをを作ってみよう！ちょっと
した鍛冶屋気分を味わってみませんか？

ご理解とご協力をお願いします

みんなでのりこえよう！プレパの感染拡大対策

（金）

 おべんとう
販売DAY♪
毎週水曜日、お弁当
の販売をしています。
鶴海大松屋さんの
手作り弁当 です♪

ふれあいひろば
環境にやさしいナチュラル掃除
1２月17日（金）1０:00～11:30
ゲスト：近藤美知子さん
参加費：200円（要申込）

重曹・せっけん・クエン酸などで自然なお掃除
始めませんか？ブレンド石鹸を持って帰れます♪

おみそ汁DAY♪毎週木曜日10時より

ひと家族100円～※野菜とお椀をもってきてね
火おこしをして大鍋でつくるおみそ汁☆おうちから
切り野菜や具材を持ち寄って、マイ器とおはし、
おにぎりでランチのできあがり♪

1２月２３日（木）1０:00～11:３0
ゲスト：とんとことん♪楽団・森本博子さん
参加費：１００円

今年も森に「あの人」がやってくる？！
とんとことん♪楽団のみなさんの音楽や
クリスマスの絵本を楽しみましょう♡
当日はパンのバザーとスープの販売もあるよ♪
＊申し込みは16日（木）まで

地域交流 

森のクリスマス会
（要申込）

ふれあいひろば 

イラストシールをつくってみよう♡
1２月１日（水）1０:00～11:30
ゲスト：イラストレーター おおもり のりこさん
参加費：２00円 （要申込）

お子さんのイラストをもってきて、ロゴをいれ
たりアレンジを楽しんだりしながら、シールを
つくってみよう♪

ふれあいひろば　ツバキオイルをつくろう
1２月３日（金）1０:00～11:30
参加費：容器代込み・５00円（要申込）

毎年恒例、大好評のツバキオイルづくり☆
集めたツバキの実をみんなの力で圧搾機で
絞り、オイルをつくりましょう♪

ふれあいひろば 

麦ストローでヒンメリをつくろう
1２月８日（水）1０:00～11:30
ゲスト：西 麻紀子さん
参加費：２00円 （要申込）

風に揺れるナチュラルなモビールを麦の
ストローに糸を通してつくっていきます♪
おしゃべりしながら手作業を楽しみましょう♡

ふれあいひろば 

暮らしを彩る季節のリース作り
1２月22日（水）1０:00～11:30
ゲスト：tanenome 渡邉 遥菜さん
参加費：2.２00円より （要申込）

素敵なリースやスワッグで人気の作家さんと
おしゃれなドライフラワーを使って洋風のお飾
りづくりにチャレンジしよう♪

ふれあいひろば 森のお飾り作り
1２月25日（土）1０:00～11:30
参加費：５00円 （要申込）

地域の方に教えてもらって、わらをなうところ
からのお飾り作りにチャレンジしてみよう。
これでお正月準備はばっちり！

ほっと♡ティータイム（要申込）
1２月16日（木）1０:00～11:30
ゲスト：備前市利用者支援コーディネーター

　　　赤迫康代さん
参加費：カフェ付き100円

学校に行くのが嫌、行こうとするとお腹が痛い…
わが子にどう声をかけたらいい？みんなで話し
てみましょう。

28（火）はみんなで大そうじ！
今年もいよいよ最後の開園日。
森に感謝してプレイハウスやひろばを
みんなで大そうじします。みなさんもぜひ
ご協力くださいね。

ピンクの文字は
利用者支援事業です

詳しくは裏面を
CHECK！

くわしくは
別チラシ
にて！

＊お弁当販売DAY

＊お弁当販売DAY

オープンミーティング

おもちゃ&絵本
すご☆ピカDAY

ふれあいひろば

イラストシールを
つくってみよう♡

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

13:30～

あそびのひろば
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＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）＊にじいろタイム＊
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ママのための
リラックスタイム

＊にじいろタイム＊
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＊おみそ汁DAY

＊この日はスープ♪

あそびのひろば

たたいて作ろう！
ペーパーナイフ

ふれあいひろば

麦ストローで
ヒンメリをつくろう

＊おみそ汁DAY

地域交流

森のクリスマス会

ふれあいひろば

環境にやさしい
ナチュラル掃除

新・遊び場づくり
プロジェクト

参加費50円
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DECEMBER
瀬戸内海の海と島々が美しく見える自然豊かな『森の冒険ひみつ基地』

ハイジのブランコやすべり台、ハンモックなどわくわく感いっぱいの森の遊び場です
赤ちゃんからゆったり過ごせるPLAYハウスがあります

活動日にはスタッフが常駐しています 困ったことや気になることなど気軽に尋ねてくださいね

森であそぼう！10時～1５時（火～土曜日）
どなたでも自由に集えます　どうぞお気軽に遊びにきてくださいね

備前市地域子育て支援拠点

備前プレーパーク！森の冒険ひみつ基地
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久々井児童
広場公園

大鵬薬品
工業（ 株）
岡山工場

備前市総合
    運動公園
陸上競技場
体育館久々井児童

広場公園
久々井公民館久々井公民館

大鵬薬品
工業（ 株）
岡山工場

備前市総合
    運動公園
陸上競技場
体育館

に小さな案内板が立っています

��
久々井公民館久々井公民館

LINE 公式            @672uaufe instagram           bizenplaypark Facebook           bizenplaypark

「自分の責任で自由に遊ぶ」

子どもたちは自然の中での
自由な遊びを通して

五感をたっぷり使い 人と関わり合い
創意工夫し 挑戦し 失敗し

それを乗り越えて成長していきます
この遊び場のモットーは

「自分の責任で自由に遊ぶ」
一般的な施設や公園とは違い

子どもの” 遊び育つ力” を信じる人たちが
遊具を手作りし” おたがいさま” の気持ちで

子どもたちを温かく見守っています
みんなの力で

楽しい遊び場をつくっていきましょう

いつ遊べるの ?
毎週火～土曜日   10 時～1５時
お休みは祝日と 日 ・ 月曜です！

申込みや材料費の必要な企画もあります
警報など荒天の場合はお休みします
活動日の変更はSNSで確認してね！

みんなの力で！
できる時にできることでお手伝い大歓迎！

遊んだ後や帰られる時は、
片付けのご協力をお願いします
お弁当の後、机拭きなど

お掃除していただいてとても助かっています！
ゴミは各自でお持ち帰りをお願いします

プレーパークって ! ？
水遊びやどろんこ遊び、たき火、木工遊びなど

いろいろな素材や道具を使って
自分で遊びを作り出すことができます
ダムづくりや探検ごっこ、ままごとなど…
やりたい遊びがとことんできます

おしゃべりだけしに来てもOK なにもしなくてもOK
自然の中でゆったりと過ごすことができます♪

PLAYハウスは縮小中です
お部屋のおもちゃを少し減らして

冷暖房のあるお部屋スペースも用意しました
休憩のためにご利用ください

えほんのお部屋は企画のみに限定しています
室内の備品など、必要なものがあったら

スタッフにお伝えください♪

備前市地域子育て支援拠点

備前市地域子育て支援拠点 岡山県備前市久々井 1432

0869ー93ー4503
火～土 10～15 時
https://bizenplaypark.org

この遊び場は、地主の方のご厚意により無償でお借りしています　
平成27年4月より地域子育て支援拠点として備前市より受託して運営しています

森の冒険ひみつ基地は
大きな自然と温かいまなざしの中で
子どもたちが遊び育ち
子どもも大人もつながりあえる場を
目指しています

ご自宅での検温・マスクの着用・消毒にご協力をお願いいたします
カレンダーの予定に変更がある場合はSNSにて告知しますのでご確認ください

オンライン相談も可能です！
プレパにいくのが難しい…という方のために
Zoomを使ったオンライン相談も導入します。
対応日時は上記のとおりです。前日までに必ず
ご予約ください。（メールorLINEで連絡します）

ことばや心の相談：妹尾早織さん（言語聴覚士）
２日（木）PMのみ
１１日（土）１６日（木）２５日（土）はAM／PM
体の発達の相談：金谷香奈子さん（作業療法士）
９日（木）PM、１８日（土）AM/PM
子育て全般の相談：古山真紀子さん
　　　　　　　　　　　　　（看護師・認定心理士４日（土）AM／PM
★くわしい時間についてはお問い合わせください。

にじいろタイム（要申込）

お子さんのことばや発達がちょっと気になる
＆お母さんの心のなやみの相談タイム

（毎週木・土曜日）

お子さんとの暮らしのこと、からだ・ことば・こころについての
悩みやご自身や家族についてのことなど、何でもお気軽にご
相談下さい。予約は公式LINEか、お電話で受け付けます♪

利用者
支援事業

・相談支援員）

ママのための  リラックスタイム（要申込）

１２月９日（木）10:00～11:30
参加費: ３00円
ゲスト：F-Rピラティスマスタートレーナー   
　　　古江匡季子さん
対象：どなたでも・定員3名

寒さで身体がこわばっていませんか？気持ちよく体を伸ばして
整えながら、日頃の疲れや偏りをリセットして年始を迎えましょう。
妊娠中の方も産後の方も大歓迎です！

大人気♪
えっこちゃんの音浴タイムに

赤ちゃん大集合！

森は落ち葉で
いっぱい♪

大きな
しいたけが
できたよ！

青空の下で
マタニティヨガ♪

ひさしぶりに
森カフェが
OPEN！

黒板アート♪
かわいいね！


