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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

土曜日と冬休みは予約制です！

毎週土曜日と１/４～１/７までの冬休み期間は
事前に来場予約をお願いします。
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。

まなびのひろば　

親子で森あそび⑥（要申込）

1月２１日（土）1０:00～12:00
対象：2歳以上未就学児の親子
参加費：1組５00円（追加300円/人）

第６回目は「たき火で遊ぼう」
森やひろばでいろんな物を集めてきて、火起
こしに挑戦！どんな物が燃えやすいかな？
火がついたら焼き芋を作ろう。（焼き芋代は
参加費に含まれます） 終わった後はスタッフ
と活動の様子を振り返ってみましょう。

 毎週水曜日は
おべんとう販売
DAY♪

鶴海大松屋さんの
手作り弁当 です♪

敬
老の
日

あそびのひろば

木工体験★イス作りに挑戦（要申込）

１月２８日（土）10:00～11:30
対象：おおむね小学生以上
参加費：無料　＊できたイスを持ち帰る
　　　　　　場合は５００円

木材、のこぎりと金づちを使って、自分だけの
イス作りに挑戦しよう！できたイスはプレパに
寄付してもOK（参加費は無料）、
持ち帰ってもOK（材料費として500円）です！

えほんの森（要申込）
１月２５日（水）1０:０0～11:００
ゲスト：有道 満さん
対象：未就学の親子

読み聞かせや手遊びを楽しみながら、
ゆったりとした親子の時間を過ごしましょう。

まなびのひろば　

温熱療法ってなあに？（要申込）

1月１８日（水）1０:00～11:00
ゲスト：久本 絵里さん
参加費： １０0円（要申込）

自己免疫力を高める「イトオテルミー」
って何？家庭でできる健康療法について
学んでみませんか？
※別途個別体験あり：15分程度 500円

1月１３日（金）1０:０0～
ゲスト：大脇 望さん

1年間の災いを払い、家内安全・無病息災
を願いましょう。新春の舞もあるよ。
お飾りや書き初めをもってきてね。

地域交流

森のとんど焼き（要申込）

パンの日
1/13（金）12:00～販売START
赤磐の「バヤパン」さんの出張販売♪
この日はとんど焼きがあるので販売時間
が変更しています。お買い物にはマイバッグ
を持参してくださいね。

お弁当はお休みです！

ひろば点検のため
12時からオープン！

おもちゃ&絵本
すご☆ピカDAY

あそびのひろば

森のベーゴマ大会
13:30～

オープンミーティング
13:30～

＊にじいろタイム

参加費50円
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＊おべんとうDAY
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＊にじいろタイム
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＊にじいろタイム ＊にじいろタイム

※森のおやとこえんは現在定員がいっぱいです♪

月～土曜日
10:00～15:00
土曜日と冬休み期間は
予約制です！

※ピンクの文字は利用者支援企画です。
   詳しくは裏面をCheck！

えほんの森

1２/2２（木）
から

受付開始！

＊にじいろタイム
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温熱療法って
　　　  なあに？

毎週月曜日はお庭＆
おへやであそうぼう♪
園舎横のお庭へどうぞ

火曜～土曜日は園舎
下のひろばで活動するよ
あったかくして来てね！
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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』
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

OPEN    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

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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黄色い旗を目印にしてね！

拠点のお部屋は新園舎隣です

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

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

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♪

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 1390-1

090-4722-9084

月～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

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

住所と電話が変わったよ

プレーパークってどんなところ？

みんなで作ってみんなできれいに！

新しくなったひろばであそぼう

学びの土台を育む身体づくり・実践編（要申込）

１月５日（木）1０:00～1１:30
参加費: ２00円
対象：3歳以上～小学生の親子
ゲスト：作業療法士  金谷 香奈子さん

家庭でできる運動遊び「キッズ体操」をみんなでやって
みよう！気持ちのコントロールをしたり、姿勢を保持する体幹
を身につけたりする簡単な運動遊びを親子ペアで行います。
保護者の方も動きやすい服装で参加してくださいね。

たまひよひろば（要申込）

１月２６日（木）10:３0～11:30
ゲスト：まみー・みーるーむ助産師    杉本洋子さん
対象：妊娠中のママ～１歳半くらいまでの親子

赤ちゃんとの暮らしや育ちについて、仲間や助産師さんと
話してみませんか？ベビーマッサージも体験してみましょう。

子どものための靴選び（要申込）

１月2３日（月）1０:０0～1２:０0
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

赤ちゃんのための初めての靴・幼児期から学童期の運動
発達のために適した靴ってどういうもの？ 実際に比べてみ
ながら、お子さんにぴったりの靴を選びましょう。

やきいもと
やきマシュマロ
おいしいね！

丸太の平均台
ができたよ！

かわいいパンが
子どもにも
大人気！

下のひろばの活動に備前市地域おこし協力隊の川原さんが参加してくれています！みんな遊びにきてね！

お部屋は冬でもぽかぽかいい気持ち！赤ちゃんもたくさんきてくれるよ！

ママのための リラックスタイム（要申込）

１月１１日（水）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（妊娠中もOK！）

ピラティスのポーズや呼吸法も取り入れて身体の悩みを
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。

今月も大人気のパ
ンの日でした！

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

妹尾早織さん　 １９日(木)・２１日(土) AM/PM

古山真紀子さん  ７日(土) AM/PM・１２日(木) AM

金谷香奈子さん  ５日(木) PM・１４日(土) AM/PM

にじいろタイム
（木・土曜／予約制）

専門家との子育て＆親育ち相談

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）

対応可

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


