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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（月〜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お部屋も新しくできました
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

AU G U ST

日

月

火

１ 森であそぼう

２ 森であそぼう

水

木

３ 森であそぼう
まなびのひろば

森の探検をしよう

月〜土曜日
10:00〜15:00
※８月はすべての日
が予約制です！
今月は暑いので
森で活動するよ♪

金

４ 森であそぼう
５ 森であそぼう
＊にじいろタイム＊

土

６ 森であそぼう
＊にじいろタイム＊

みんなの意見や
アイデアを
オープンミーティング 待ってます！
13:30〜

８ 森であそぼう

９ 森であそぼう

えほんの森
あそびのひろば

森のベーゴマ大会
13:30〜

１０ 森であそぼう
１１ おやすみ
＊おべんとうDAY

参加費50円

１２ 森であそぼう １３ おやすみ

まなびのひろば

山

の日

あおぞら手話

１５ おやすみ

森であそぼう １９ 森であそぼう ２０ 森であそぼう
１８＊にじいろタイム＊
１６ 森であそぼう １７ 森であそぼう
＊にじいろタイム＊
＊おべんとうDAY
ふれあいひろば

手芸のじかん
プレパパ・プレママ

ひだまりひろば
森であそぼう ２６ 森であそぼう ２７ 森であそぼう
２２ 森であそぼう ２３ 森であそぼう ２４ 森であそぼう
２５＊にじいろタイム＊
＊おべんとうDAY
＊にじいろタイム＊
あそびのひろば

おもちゃ&絵本
すご☆ピカDAY

森のベーゴマ大会
スペシャル

２９ 森であそぼう ３０ 森であそぼう ３１ 森であそぼう
＊おべんとうDAY
ふれあいひろば

７/2３（土）

小児はり＆
お灸体験

から
受付開始！

８月は全日程ご予約ください！
８月は全日程（平日も土曜日も）事前予約が必
要です。
当日の朝でも構いませんので、
お電話、
または公式LINEで先にお知らせください。
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。

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

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

ふれあいひろば

こどもふろしき市
なないろカフェ

出展者も募集！

毎週水曜日は
おべんとう販売
DAY♪

7/28（木）に
ミーティングをするよ☆
詳しくは別チラシで！

鶴海大松屋さんの
手作り弁当 です♪

まなびのひろば あおぞら手話

あそびのひろば 森のベーゴマ大会スペシャル

８月３日（水）1０:00〜1１:３0（要申込）

８月９日（火）1０：00〜11：30

８月２３日（火）1０:00〜1１:３0（要申込）

ゲスト：あつたや 熱田安武さん
対象：小学生
参加費：100円

参加費：１00円（要申込）

まなびのひろば

森の探検をしよう

熱田さんと一緒に森の中を探検しながら、
森の
中で気をつけることや、
昆虫採集のコツ、
蜂の
ことについて学びましょう♪
服装： 長そで・長ズボン・運動靴
持ち物： 虫捕りアミや虫カゴ、
虫よけなど

ゲスト：鈴木温子さん
自分の名前って手話でどう伝えれば
いいの？簡単な手話を使って親子で
楽しくおしゃべりしよう♪

えほんの森

ふれあいひろば 手芸のじかん

８月６日（土）1０:０0〜11:30（要申込）

８月１６日（火）1０：00〜11：30

ゲスト：JPIC読書アドバイザー
杉田久美子さん
対象：おおむね小学生以上

ゲスト：京江直美さん

森の中で小学生向けの絵本や児童書を楽しみ
ましょう。
お勧めの絵本も持ってきてね！

お気に入りの生地を持ってきて、
自分
だけのオリジナル巾着袋を作ってみよう！
ミニサイズなのでコップ袋にも使えるよ♪

対象：小学生
参加費：２00円（要申込）

※森のおやとこえんは現在定員がいっぱいです♪ キャンセル待ち受付中です (^▽^)

ゲスト：岡山市子どもセンター プレーリーダー
久保田 将裕さん
参加費：ベーゴマデコ体験 100円※
ベーゴマ大会参加費 50円
プレーリーダーのマッキーと一緒に、
自分だけの
オリジナルベーゴマを作ってみよう！デコのコツ
や削り方を学んで、
午後からはデコったベーゴ
マで対戦しよう♪（※ベーゴマ代￥270別途）

ふれあいひろば

小児はり＆お灸体験（要申込）
８月３０日（火）1０：０0〜11：30
ゲスト：鍼灸師 なるしま ゆり さん
対象：小学生の親子
参加費：300円
小児はりってなあに？ ゲストのお話を聞いて
小学生でも自分でできるお灸を体験したり、
刺さないはりでの小児はりを体験してみよう。

※ピンクの文字は利用者支援企画です。詳しくは裏面をCheck！

少しずつ変わっていくよ！

備前市地域子育て支援拠点

森の
ベーゴマ
大会！

新しくできた「おやこのへや」
多目的スペース「みんなのへや」
で開催します♪

利用者
支援

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

プレママサロン ひだまりひろば（要申込）

８月１６日（火）1０:０0〜1１:３0
参加費: 200円
ゲスト：ままからだっこ 理学療法士 濱田由紀さん
対象：妊娠中〜産後のママ
テーマ：赤ちゃんの足の成長について

水遊びも
大盛況！

ねんねからたっちまで、赤ちゃんの成長を支える足の育ち
について学んでみましょう！ファーストシューズなど靴選び
についても教えてもらえるよ！

なないろカフェ（要申込）
８月２７日（土）10:00〜11:30
参加費: カフェ付き 200円
ゲスト：特別支援コーディネーター 山下恵子先生
テーマ：支援学級ってどんなところ？
対象：年少〜年長児の保護者
支援学級や通級指導教室など、小学校の支援の仕組みを
を学んだり、
相談したりしてみませんか？ 就学までに必要な
準備などについて、
先生に聞いてみましょう。

打倒プレーリーダー☆小学生たちがベーゴマに挑戦！
決勝戦は大激闘！大人を負かして初優勝で大喜び♪

ミニすべり台でウオータースライダーができるよ！
身近なものを工夫して水遊びを楽しもう♪

子育て
相談

とんとこ
とん♪

にじいろタイム
（毎週木・土曜日 ／ 予約制）

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など、何でもお気
軽にご相談下さい。特別な不安がなくてももちろんOK!
３人の専門家のほか、子育て支援コーディネーターにも
相談できます♪（予約は公式LINEかお電話で）
得意なこと：乳幼児期のことばの発達
ママの心の悩み相談

妹尾早織さん（言語聴覚士）
とんとことん♪と一緒に青空の下で音楽を楽しんだよ♪

１８日(木) AM/PM・２７日(土) PM

ひみつ基地をカスタマイズ？！風船と傘で楽しいね

プレーパークってどんなところ？

得意なこと：乳幼児期の体の発達
療育の利用について

「自分の責任で自由に遊ぶ」

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♪

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

みんなで作ってみんなできれいに！
プレーパークはみんなの力で維持する遊び場
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
机拭きなどのお掃除も助かっています！
ゴミは各自でお持ち帰りをお願いしますね

金谷香奈子さん（作業療法士）
４日(木)AM・２０日(土) AM/PM

得意なこと：不登校・発達障害など
就園〜学童期の悩み

古山真紀子さん（看護師・心理士）
６日(土) ・２５日(木) AM/PM

もちろん、上記に限らずどんな小さな相談もOKです！

オンライン相談もできますよ
Zoom対応可能です
オンライン希望の方は２日前までに
必ずご予約ください。

黄色い旗を目印にしてね！

備前市地域子育て支援拠点

岡山県備前市久々井 1390-1

090-4722-9084
住所と電話が変わったよ

月 〜 土1 0 〜 15時

→
伊部

拠点のお部屋は新園舎隣です
久々井公民館



久々井児童
広場公園

備前市総合
運動公園
陸上競技場
体育館

https://bizenplaypark.org

LINE 公式

@672uaufe

instagram

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

に小さな案内板が立っています

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

