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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
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
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
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土曜日＆夏休みは予約が必要です！
17 日までの土曜日・20 日以降の夏休み期間中の予約・企画予約
は６月 25 日（金）10 時より、お電話または公式 LINE アカウント
で受付します。岡山県下の感染状況によっては、今後のスケジュー
ルが変更になる場合があります。LINE・Facebook などでも情報を
更新しますのであわせてご確認ください。

今夏のウオータースライダーは中止します
今年は接触による感染の可能性や、
ひろばの
混雑をなるべく減らすため、
すべり台を使って
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６ 森であそぼう ７ 森であそぼう
親子ひろば

森のおやとこえん

の大きなウオータースライダーの設置を中止
することになりました。暑さ対策としては、
別の
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産後の体について
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８ 森であそぼう

地域交流

プレママ・プレパパ

＊お弁当販売DAY

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

森のたなばた会

方法でのお水遊びやクールダウンのしくみを

ひだまりひろば

９ であそぼう
ふれあいひろば

シーグラスを使って
フレームを作ろう！

1０ 森であそぼう
＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）
あそびのひろば

13:30〜

森のベーゴマ大会

つくっていく予定です。

水曜日も15時までのOPENになります
夏季の水曜日の時間延長ですが、
ウオーター
スライダーと同様、
予約の集中と過密を避け
るために当面の間はすべての日程を15時ま

１３ 森であそぼう １４ 森であそぼう １５ 森であそぼう １６ 森であそぼう １７ 森であそぼう
ののはなカフェ

親子ひろば

森のおやとこえん

でのオープンとすることになりました。
楽しみに

＊お弁当販売DAY

来ていただいている方には申し訳ありません
が、
ご理解の程お願いいたします。

森のHAPPY
ほけんしつ

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

２０ 森であそぼう ２１ 森であそぼう ２２ おやすみ

おべんとう販売DAY♪

たまひよひろば

２３ おやすみ

２４ 森であそぼう
まなびのひろば

毎週水曜日、
お弁当の販売をしています
おいしいと評判、
鶴海の大松屋さんの

スポーツの ひ

うみのひ

手作り弁当 です♪

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

＊お弁当販売DAY

日替わり４00円・おかずのみ200円など

絵本で読書感想文を
書いてみよう

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

２７ 森であそぼう ２８ 森であそぼう ２９ 森であそぼう ３０ 森であそぼう ３１ 森であそぼう

写真使用のお願い

あそびのひろば

まなびのひろば

ビー玉ころがしを
つくろう！

セミのひみつ

活動中に写真撮影をすることがあります。
写真は活動報告やホームページ、
チラシ、
SNSなどに掲載することがあります。

＊お弁当販売DAY

支障になる方はお知らせください

地域交流

森のたなばた会（要申込）
７月７日（水）1０：00〜11：00
ゲスト：森本 博子さん
願いごとを書いた短冊やたなばた飾り
をみんなで作ってたなばた会を楽しもう！
七夕にちなんだお話など、
絵本の読み聞
かせもありますよ。
＊大松屋さんのお弁当の事前注文を
受けつけます。
7月1日までに要予約☆
＊当日はあおぞら会のクッキーの販売も
あります☆彡

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

おもちゃ&絵本

すご☆ピカDAY

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

赤ちゃんパーク 産後の体について（要申込）

森のHAPPYほけんしつ（要申込）

まなびのひろば セミのひみつ（要申込）

７月1日（木）1０：０0〜11：30

７月15日（木）1３：３0〜1４：30

７月２９日（木）1０：00〜11：30

ゲスト：助産師 西村 聡美 さん

参加費：100円（カフェ付き）
テーマ：皮膚トラブルについて

ゲスト：環境学習センター「アスエコ」
所長 山田 哲弘さん

対象：産後1か月〜1年くらいのママ
参加費：200円
産後の骨盤矯正を助産師さんとやってみよう♪
家でできるセルフケアも教えてもらえますよ。

ふれあいひろば（要申込）

シーグラスを使ってフレームを作ろう！
７月９日（金）1０：00〜11：30

あせもや水イボなど、
夏におこりやすい皮膚
トラブルについて看護師さんと一緒に学び
ましょう。

まなびのひろば

絵本で読書感想文を書いてみよう
７月２４日（土）1０：00〜11：30

対象：年長児親子〜４年生くらい
てっちゃん先生と一緒に森の中でセミや
昆虫を探そう。森の中で気を付ける事や、
セミについてたくさん教えてもらおう！

あそびのひろば

ビー玉ころがしをつくろう！

ゲスト：三宅 麻由美さん
参加費：３00円（材料費＋Cafe付）

対象：小学生
参加費：200円（要申込）

７月３１日（土）1０：30〜11：30
対象：年長以上の親子
参加費：100円（要申込）

山と海に囲まれた備前市。
地元・日生の海で
集めたシーグラスでフォトフレームを作ろう。

読書感想文のコツを絵本で楽しみながら
学びませんか？おススメ作品も紹介します！

どんぐりや木の枝など、
森の中でみつけた
アイテムでミニ迷路をつくってみよう！

ゲスト：北原 泰幸さん

備前市地域子育て支援拠点

プレママ・プレパパ ひだまりひろば（要申込）

７月８日（木）10:00〜11:30 参加費: ３00円（定員３名）
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：妊娠中のママ（パパもご一緒に！）
妊娠期間中のさまざまな身体の悩みを相談してみませんか？
妊娠中でもできるピラティスを学んで、
リラックスして出産を迎えましょう！
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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

サか

ののはなカフェ（要申込）
７月１５日（木）10:00〜11:30 参加費: 200円

わいいね

担当：言語聴覚士 妹尾 早織さん
対象：大人の方 どなたでも

夏が
きたよ♪

（ハーブティ付き）

ハーブティ＆アロマでリラックス♪ 心の中のモヤモヤを解消し、
心の奥
にある本当の気持ちに耳を傾けてみませんか？なりたい自分になるための
一歩を踏み出しましょう♪

たまひよひろば（要申込）
７月１６日（金）10:00〜11:30
ゲスト：助産師・保健師 飯田直美さん
対象：妊娠中〜1歳半くらいまでの親子（パパもご一緒に！）
赤ちゃんのスキンケアや生活で気になること、
一緒に話してみましょう

森の中は
気持ちいい！

暑くなってきたので、お水遊びもり上がってます♪
お着がえたっぷりで遊びに来てね♡

ことばや心の相談：妹尾早織さん（言語聴覚士）
１日（木）PM 10日（土）A／P 15日（木）PM 31日（土）A／P
体の発達の相談：金谷香奈子さん（作業療法士）
８日（木）PM 24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）
３日（土）AM／PM 17日 （土）AM／PM 2９日（木）AM／PM
★くわしい時間についてはお問い合わせください。

小学生を中心に
ベーゴマが再ブーム♪
貸しベーゴマもあるよ！
みんなではじめてみよう♪

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！

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よし
何もしなくても自然の中でゆったりと
過ごすことができます♪

備前市地域子育て支援拠点

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

https://bizenplaypark.org

instagram

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

岡山県備前市久々井 1432
火 〜 土 10 〜 15 時

@672uaufe

お部屋のおもちゃを少し減らして
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♪

→
伊部

0869 ー 93 ー 4503

LINE 公式

PLAY ハウスは縮小中です

「自分の責任で自由に遊ぶ」

毎週火〜土曜日 10 時〜1５時
お休みは祝日と 日 ・ 月曜です！

利用者
支援事業

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
お悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
予約は公式LINEか、
お電話で受け付けています♪

ベーゴマ
盛り上
が
ます！ って

いつ遊べるの ?

にじいろタイム（要申込）
ことばや発達がちょっと気になる方の
相談タイム（毎週木・土曜日）

bizenplaypark

Facebook

bizenplaypark

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


久々井公民館

久々井児童
広場公園

に小さな案内板が立っています

備前市総合
運動公園
陸上競技場
体育館

大鵬薬品
工業（株）
岡山工場

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

