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せんだじどうかん

千田児童館

おねがい・おしらせ
じどうかん じかん じるし ひ

・児童館があいている時間は9:00～19:00です。☆印のある日は９:00～18:00です。
しょうがくせい あそ ほごしゃ どうはん いこう りよう でき

（※小学生は16:30まで遊べます。保護者同伴であれば、16:30以降も利用が出来ます。）
しゅうかいしつ おくじょう ながぐつ あそ も

・集会室や屋上は、サンダルや長靴などでは遊べません。また、モデルガンやエアガンは持ってこられません。
の もの しつない おんがくしついがい の た もの た かい

・飲み物は室内（音楽室以外）で飲むことができます。ただし、食べ物を食べられるのは2階ロビーだけです。
かね たいせつ な こま じどうかん も

・お金や大切なものなど無くなって困るものは、児童館に持ってこないようにしましょう。

しょうがくせい がつ たよ

小学生11月のお便り

日 月 火 水 木 金 土

【わくわくプログラム】

▲:○○してみよう ☆:チャレンジダーツ
あそ ひゃくにんいっしゅ

◎:みんなで遊ぼう ■:百人一首チャンピオン
くわ うらめん み

※:詳しくは裏面を見てね

1◎ 2■ 3
おやすみ
ぶんか ひ

文化の日

4 5 6 7▲ 8◎ 9■ 10
たっきゅう

卓球サークル
さどう

茶道クラブ
ふくしかいかんこうりゅう

福祉会館交流

11
おやすみ

12 13 14☆ 15◎ 16■ 17
いちりんしゃ

一輪車サークル
さどう

茶道クラブ

18 19 20 21▲
がくどうこうりゅう

学童交流
（ジャグリング）

22◎ 23
おやすみ
きんろうかんしゃ ひ

勤労感謝の日

24
さどう

茶道クラブ
きょうしつ

おりがみ教室

ジャグリング

25
おやすみ

26 27 28☆ 29◎ 30■

11月のよてい

ひ く じかん はや はださむ ひ ふ たいちょうかんり き つ がつ げんき あそ

日が暮れる時間が早くなり、肌寒い日が増えてきましたね。体調管理に気を付けて11月も元気に遊ぼう！
がつ



せんだ

「千田まつり」
がつ にち ど

10月13日（土） 13:00～15:00

あき こうれい

秋の恒例イベントとなった
せんだ ことし かいさい

「千田まつり」を今年も開催しました☆
らいじょうしゃ めい

来場者はなんと400名！！！
ことし おお かたがた たの

今年も多くの方々に楽しんでもらえて
しょくいんいちどう うれ きも

職員一同、嬉しい気持ちでいっぱいです。
じっこういいん こうこうせい

また、実行委員や高校生ボランティア
ちいき かたがた きょうりょく

地域の方々のご協力のおかげです。
ほんとう

本当にありがとうございました♪

たっきゅう がつ か ど

卓球サークル 11月10日（土）
いちりんしゃ がつ にち ど

一輪車サークル 11月17日（土）
しゅうかいしつ

【10:30～12:00 集会室】

がつ

～11月のごあんない～

がつ かつどうび

11月のサークル活動日がつ ほうこく

10月のイベント報告

がつ か ど

11月10日（土） 15:00～16:30
ばしょ ふくしかいかん かい

場所：千田福祉会館 1階
ふくしかいかんりようしゃ しょうぎ あそ

福祉会館利用者と将棋やゲームをして遊びます！

ふくしかいかん こうりゅう し

福祉会館交流のお知らせ

さどう ぼしゅう かいし

☆茶道クラブ メンバー募集を開始します☆
がつ かつどうじかん かつどうび

11月の活動時間と活動日：10:30～11:45
がつ か ど にち ど か ど

11月10日（土）、17日（土）、24日（土）
こんご よてい がつ か ど ちゃかい じっし

今後の予定：12月8日（土）【お茶会を実施】
ぼしゅうかいしび がつ にち きん あさ じ

募集開始日：10月26日（金）朝9時から
かつどう ばしょ せんだふくしかいかん かい わしつ しょう

活動の場所： 千田福祉会館 1階 和室（小）

さどう とお にほん でんとうぶんか ふ

茶道を通して日本の伝統文化に触れよう♪
もうしこ きぼう じどう かい じむしつ うけつけ

申込み希望の児童は2階事務室で受付します！
きょうみ ひと しょくいん こえ

興味のある人は職員に声をかけてね☆

がつ か ど

11月24日（土） 14:00～15:00
ばしょ せんだじどうかん としょ ずこうしつ

場所：千田児童館 図書・図工室
がつ お

11月は「クリスマスツリー」を折ります♪

きょうしつ し

おりがみ教室のお知らせ


