
月 火 水 木 金 土日

5森であそぼう

12森であそぼう

1９森であそぼう

２６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おやすみ

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

4森であそぼう

11おやすみ

１８森であそぼう

２５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

２月の予約は１/2５　  受付開始

土曜日の利用には事前予約が必要です。
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　なわとび大会
２月２６日（土）1０:０0～
なわとびが得意な子も苦手な子も集まれ！
みんなで一緒になわとびを楽しもう♪
プレーリーダーのノリくんが、飛び方のコツ
や上達するポイントを教えてくれるよ！

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

（火）

 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♪

赤ちゃんパーク　産後の体について
２月３日（木）1０:00～11:30
ゲスト：助産師  西村 聡美さん
参加費：200円（要申込）

骨盤のケアなど体の話をしながら、産後の
体を整えていきます。助産師さんに相談する
こともできますよ。

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♪

２月３日（木）1３:３0～
参加費：100円（要申込）

森にこわくないおにがやってくる？
おにさんと一緒にお歌を歌ったり、節分の
行事を楽しみましょう。「おにはそと～、ふく
はうち～」とみんなで豆まきをしよう♪

地域交流  森のまめまき

森のおやとこえん
（親子参加型 森のようちえん活動）

豊かな自然の中で、子どもの「やってみたい」
に寄り添う時間…。 
森遊びや工作・お散歩など、みんなのアイデア
で森のひろばをつくっています。1年を通じて
『みんなで子育て』を楽しみませんか？ 
参加費など詳しくはスタッフまで

日　時：毎週火曜日
　　　10：00～11：３0頃
　　　＊春休み・夏休み・冬休みあり
対　象：おおむね１歳以上の親子
持ち物：お子さんの着替え・タオル
　　　  飲み物やお弁当など

2022年度のメンバー募集開始！

２月１2日（土）作業1０:00～

ミーティング：13:30～

新しい遊びのひろばをみんなでアイデアを
出し合ってつくっているよ♪
ワイワイおしゃべりをしながらペンキを塗っ
たり、遊具づくり楽しみましょう。
汚れてもいい服装できてね。
小学生やパパの参加も大歓迎！
たくさんの参加をお待ちして
います☆彡

PM1時30分より

ふれあいひろば　とんとことん♪
２月１８日（金）1０:０0～
ゲスト：とんとことん♪楽団のみなさん
音楽で寒さをふきとばそー！
色んな楽器が登場するよ♡

ほっと♡ティータイム
２月17日（木）1０:00～11:30
ゲスト：備前市子育て支援コーディネーター
　　　赤迫 康代さん
参加費：カフェチケット付 100円（要申込）

テーマ：春からの新生活にむけて

入園・入学・進級など春から新生活を迎える
にあたり、どんな準備をしたらいいかな？
心配なこともみんなで話してみると解決する
かもしれませんよ。

今年はより安全に配慮して、バーベキュー
コンロを使ってのたき火の用意をしています。
お芋の販売をしていますので、焼き芋をしたい
方は拠点でのご購入をお願いします♪
（売上は遊び場づくりのカンパになります）

（要申込）

＊お弁当販売DAY

＊お弁当販売DAY

おもちゃ&絵本
すご☆ピカDAY

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

13:30～

あそびのひろば

森のベーゴマ大会

ママのための

リラックスタイム

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）

親子ひろば

森のおやとこえん

親子ひろば

森のおやとこえん

新・遊び場づくり
プロジェクト3
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（子育て相談日）

＊にじいろタイム＊
（子育て相談日）
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なわとび大会
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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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森の点検のため
12時からオープン！

＊お弁当販売DAY

＊おみそ汁DAY

＊おみそ汁DAY

親子ひろば

森のおやとこえん

赤ちゃんパーク

産後の体について

ほっと♡
ティータイム

参加費50円

＼ みんなでつくろう！／

新・遊び場づくり
プロジェクト 3

天皇誕生日

建国記念日

ご縁のじかん

ピンクの文字は
利用者支援事業です
詳しくは裏面を
ご確認ください

たき火の利用と焼き芋について

22
2 0 2 2

FEBLUARY
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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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

090-4722-9084

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

電話番号が変わるよ！

ことばや心の相談：妹尾早織さん（言語聴覚士）
３日（木）PMのみ
１２日（土）１７日（木）２６日（土）はAM／PM
体の発達の相談：金谷香奈子さん（作業療法士）
１９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

５日（土）、２４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。

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）

２月１０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

日頃がんばっているママの心と体をリラックス♪
ピラティスのポーズや呼吸法も取り入れながら身体の悩みを
解決しましょう。妊娠中の方も産後の方も参加できますよ♡

ご縁のじかん（要申込）

２月２４日（木）10:３0～1２:０0   参加費: 100円
ゲスト：稲森 理恵さん
テーマ：新しい学校づくりについて語ろう

既存の学校のしくみにとらわれない、自由な学びの場が今
日本でも広がっています。  オルタナティブスクールなど新しい
スタイルの学校や未来の学校についてみんなで話しましょう。

とんど焼きには
ししまいが登場！
本物みたい！

頭をかじられると
かしこい子に
なるんだって！

やきいもアチチ！
おいしいね！

今年の
抱負を書きぞめにしたよ！

五穀豊穣を願って巫女さんが舞う「新春の舞」を見せてもらったよ！
舞をみたあとはみんなで持ち寄ったお飾りや書き初めに火をつけて
１年間の災いをはらいました。今年もみんな元気に過ごせますように♪

たくさんのおかざりや
書き初めが集まり

ました！


