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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 にちようび

・児童館があいている時間は9:00～19:00です。☆印のある日曜日は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2月のお便り

日 月 火 水 木 金 土

1■ 2
たっきゅう

卓球サークル
せつぶん たの かい

節分お楽しみ会

3 4 5 6☆
がくどうこうりゅう

学童交流
（ドッジボール）

7◎ 8■ 9
きょうしつ

おりがみ教室

10
おやすみ

11
おやすみ

けんこくきねんび

建国記念日

12 13▲
がくどうこうりゅう

学童交流
（ドッジボール）

14◎ 15■ 16
いちりんしゃ

一輪車サークル

17 18 19 20☆
がくどうこうりゅう

学童交流
（ドッジボール）

21◎ 22■ 23
ふくしかいかんこうりゅう

福祉会館交流

24
おやすみ

25 26 27▲
がくどうこうりゅう

学童交流
（ドッジボール）

28◎ 【わくわくプログラム】

▲:○○してみよう
☆:チャレンジダーツ

あそ

◎:みんなで遊ぼう
ひゃくにんいっしゅ

■:百人一首チャンピオン

２月のよてい

ぜんこく りゅうこう そと あそ わす てあら かぜよぼう

全国でインフルエンザが流行しています。外で遊んだら忘れずに手洗い・うがいをして風邪予防をしよう！
がつ

保護者の皆様へ
・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。
撮影した写真は、館内やホームページに掲示･掲
載することがあります。不都合のある方はお申
し出ください。

しどういん あそ

ネイティブ指導員と遊ぼう
15:00～16:30



たっきゅう がつ か ど

卓球サークル 2月 2日（土）
いちりんしゃ がつ にち ど

一輪車サークル 2月16日（土）

じかん ばしょ しゅうかいしつ

【時間 10:30～12:00／場所 集会室】

せつぶん たの かい

「節分お楽しみ会」
がつ か ど

2月2日（土） 14:00～15:00
ばしょ せんだふくしかいかん かい わしつ だい

場所：千田福祉会館 1階 和室（大）
ないよう まめ たの

内容：豆まき、お楽しみゲームなど

おに そと ふく うち

「鬼は～外！福は～内！」
げんき まめ

みんなで元気に豆まきをしよう！
ほか たの

他にもお楽しみゲームをやります！
さんか ま

たくさんの参加を待ってるよ♪

がつ

～2月のごあんない～

がつ かつどうび

2月のサークル活動日
がつ じょうほう

2月のイベント情報

がつ にち ど

2月23日（土） 10:00～11:00
ばしょ せんだふくしかいかん 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
がつ か ど

2月9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 ひなさま お

2月は「お雛様」を折ります♪

きょうしつ し

おりがみ教室のお知らせ

ふかがわほくぶ たいかいしゅつじょうしゃぼしゅうちゅう たいかい

深川北部ドッジボール大会出場者募集中！ 【 ドッジボール大会について】
ふかがわほくぶ たいかい しゅつじょう しょうがくせい たいかいにちじ がつ にち すい

深川北部ドッジボール大会に出場する小学生を 大会日時：3月27日（水）10:00～16:00
だいぼしゅう ともだち さんか れんしゅうび まいしゅうすいようび しょうさい べっと し

大募集しています！！お友達と参加もOKです。 練 習 日 ：毎週水曜日 ※詳細は別途お知らせします。
さんかきぼう しょうがくせい しょくいん こえ さんかじょうけん しょうがく ねんせい ねんせい だんじょ めい

参加希望の小学生は職員に声をかけてね☆ 参加条件：小学1年生～3年生までの男女20名

しんしゅん かい

「新春お祝い会」

がつ か ど しんしゅん いわ かい じっし

１月５日（土）に新春お祝い会を実施しました。
なぞと

謎解きゲームやボウリングなどをして
ふくしかいかんりようしゃ しんねん いわ

福祉会館利用者と新年のお祝いしました♪

がつ ほうこく

1月のイベント報告


