
＊ご利用にあたってのお願い＊
・初めてご利用される際は、「児童館利用申請書」を提出していただきます。
詳しくは、児童館にお問い合わせください。緊急時や災害時の対応のため、
ご協力をお願いします。

・乳幼児（就学前のお子さま）のご利用は、保護者の方の付き添いが必要です。安全のため
お子さまから目を離さないようお願いします。
・怪我予防のため、集会室や屋上は、運動靴や動きやすい服装でのご利用を
おすすめします。

・行事の参加賞として、飴や駄菓子などを配ることがあります。特にアレルギーをお持ちの
お子さまにはご注意いただくようお願いします。

・行事や日常の様子を記録するため、写真を撮ることがあります。館内に掲示、ホームページ
に掲載することもあります。不都合のある方はお申し出ください。

千田児童館 乳幼児向けプログラムのお知らせ

ベビチルレインボー
11月号
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＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

★～ベビーマッサージ～★
日時：11月20日（月）10:30～11:30 場所：集会室

講 師：小形美雪さん（RTAベビーマッサージセラピスト資格、
初級ハンド・初級リフレ資格）

持 ち 物：バスタオル、水分補給、希望者はオイル・クリーム等
対象年齢：２ヶ月～１歳未満の乳児親子
申込期間：10/25（水）～先着10組（定員になり次第締切）
申込方法：千田児童館の受付にて直接、または電話03-3647-0108へ

お申込みください。
※お申し込みの際に、お子様の月齢をお知らせください。

♪～音楽会～♪
日時：11月27日（月）10:30～11:30

場所：1階 福祉会館 洋室

奏者：くすのき合奏団 倉内 理恵（クラリネット）
武井 典子（キーボード）
手島 弘子（司会・歌）

曲目：「亜麻色の髪の乙女」「いつも何度でも」ほか
（曲目は予定のため、変更の可能性があります）

昨年、大好評を博しました「音楽会」。今年も親子で楽しみましょう。
参加自由！お友達やご家族も一緒に、ぜひお越しください♪



千田児童館 11月の予定
日 月 火 水 木 金 土

【開館時間のご案内】
月曜日～土曜日：9:00～19:00
☆印の日曜日：9:00～18:00

※日曜日12:00～13:00は閉館しています。
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＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

ホームページもご覧ください♪
千田児童館ホームページ⇒http://www.mommy-senda.com

ベビチルレインボー12月号は､11月24日（金）発行予定｡
どうぞお楽しみに！

【ゴーゴータイム】
カレンダーに 印のある日の午前中は、屋上に三輪車が登場する「ゴーゴー

タイム」になります！屋上へ上がる際は、職員にお声かけをお願いします。

※時間は10:30～12:00です。「屋上使用不可」の日はお休みとなります。

【ほんわかタイム】
ほんわかタイムでは、お気軽にご相談やお声かけいただけるよう、担当職員が

館内でお待ちしております。11月は、上のカレンダーで◎のある日に予定して
います。詳しい時間や場所等は、館内に掲示しております。また職員にお問合せ
ください。



ピヨピヨひろば
対 象：平成28年4月2日以降に生まれたお子さま
実施日：毎月第2・4木曜日
時 間：10:30～11:00
内 容：手遊びや童謡、抱っこやおひざで楽しめる遊び
テーマ：11月 9日「楽器遊び」

※予定は変更になることがあります。
場 所：遊戯室
持ち物：バスタオル、オムツなど
申し込みの必要はありません。当日、児童館の受付へ直接おいでください。

たんぽぽ広場
対 象：平成27年4月2日から平成28年4月1日に生まれたお子さま
実施日：毎週金曜日
時 間：10:30～11:10
内 容：行進、体操、歌、読み聞かせなど
テーマ：11月10日「楽器遊び」

11月17日「工作『楽器を作ろう』」
11月24日「お誕生会＆演奏会」
※予定は変更になることがあります。

場 所：集会室
持ち物：履いてきた靴を入れる袋（裸足で活動します）
一度申し込みをすれば、いつでも参加できます。

ひまわり広場
対 象：平成27年4月1日以前に生まれたお子さま
実施日：毎週水曜日
時 間：10:30～11:30
内 容：行進、体操、歌、工作、運動遊び、読み聞かせなど
テーマ：11月 1日「遠足」詳しい内容は右ページをご覧ください。

11月 8日「音遊び」
11月15日「演奏」
11月22日「発表会」
11月29日「お誕生会」
※予定は変更になることがあります。

場 所：集会室
持ち物：上履き、履いてきた靴を入れる袋
一度申し込みをすれば、いつでも参加できます。

「子育てひろば」って、なあに？
千田児童館では、お子さまの年齢に応じてクラス編成した「子育てひろば」を行

っています。それぞれの発達に合わせて、親子のふれあい遊びや、簡単な工作など
を楽しみます。その月に誕生日を迎えるお子さまが主役のお祝い会も開催します。

＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊



＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

ジャグリング講習会
11月25日（土）15:00～16:00

場所：集会室
ト・ヴィンチ先生をお招きして、道具

を使った色々な技を教えてもらいます。
検定に合格すると、技のレベルに合わ

せた達成カードがもらえます。

にこにこタイム
11月21日（火）11:30～12:00

場所：遊戯室
千田保育園の保育士さんをお招きして

手遊びやわらべうたなどを楽しみます。
身体測定もあります。

おりがみ教室
11月18日（土）14:00～15:00

場所：図書図工室
伝承遊び講師の千田（ちだ）さんに

動物や植物の折り方を教えてもらいます。

なないろプログラム
11月 7日（火）親子体操

10:30～10:50 0～1歳児クラス
11:00～11:30 2歳以上クラス

11月14日（火）読み聞かせ
10:30～11:00

11月21日（火）英語
10:30～11:20

場 所：いずれも集会室
持ち物：靴を入れる袋

ひまわり広場から遠足（館外活動）のお知らせ★
おそとでいろんなお宝を探して、自然と触れ合います。館内とは一味違った

開放感のある遊びを楽しみましょう。
・日時 ･･･11月1日（水）
・集合時間･･･10:30 ※現地集合、現地解散となります。
・集合場所･･･猿江恩賜公園 時計台前
・終了予定･･･11:30頃
・持ち物 ･･･参加カード、飲み物、着替えなど

お申し込み･･･前日までに千田児童館03-3647-0108へお電話ください。
※雨天の場合、遠足は中止となり、集会室でひまわり広場を行います。

わんぱくタイム
11月2・16・30日（木）

10:30～11:30
場所：集会室

大型遊具やブーブーカーなどで自由
に遊べます♪参加自由！

ハグヨガ講座
11月6日（月）①10:30～11:00

②11:10～11:40
場所：集会室

赤ちゃんを抱っこしながら行うエクサ
サイズです。
講 師 : タグチ マサコさん
（Hug&Yoga協会認定インストラクター）

持 ち物 :普段お使いの抱っこひも

靴を入れる袋
対 象：首が座ってから2歳未満の

お子様とその保護者

定 員：各回10組（合計20組）

申込期間：10月25日（水）～
定員に達し次第〆切

申込方法：千田児童館の受付にて直接
又は

電話03-3647-0108

へお申し込みください。

「こうとう子育てメッセ」の
お知らせ

11月12日（日）10:00～15:30

場所：江東区文化センター
児童館コーナーもあります！

遊びに来てね♪


