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せんだじどうかん

千田児童館

進級、進学の季節になりました。みんなきっと、新しい出会いに胸をワクワクさせていることで

しょう。千田児童館で元気に遊んで、楽しい思い出をつくりましょう。

5月のよてい

おねがい・おしらせ

・児童館があいている時間は9:00～19:00です。

・☆印のある日(日曜日)は9:00～18:00です。(※小学生は17:00まで遊べます。)

・日曜日の12:00～13:00は昼休みのため、児童館は おやすみです。

・集会室や 屋上は、サンダルや 長靴などでは 遊べません。

・食べたり、飲んだりできるのは、ロビーの中だけです。

・大切なものは、持ってこないでね。また、モデルガンやエアガンなどは、児童館では遊べません。

しょう ちゅうがくせい がつ たよ

小・中学生５月のお便り

日 月 火 水 木 金 土

1
おもちゃ
しゅうりうけつけかいし

修理受付開始

2 3
おやすみ

4
おやすみ

5
こどもの日

たの かい

お楽しみ会

6

7 8 9 10 11 12 13
たっきゅう

卓球サークル

14
おやすみ

15 16 17 18 19 20
いちりんしゃ

一輪車サークル

21
おやすみ
こうとう

江東
こども
まつり

22 23 24
ちゅうこうせい

中高生
TIME

25 26
えんそう

演奏
して
みよう♪

27
おもちゃ
ドクター
しんりょうじょ

診療所

28
おやすみ

29 30 31

しんきゅう しんがく きせつ あたら であ むね

せんだじどうかん げんき あそ たの おも で

ビンゴ

大会も

あるよ！

じかん ばしょ くわ うらめん み

時間や場所など、詳しくは裏面を見てね♪

しょうがくせい あそ

じどうかん じかん

じるし にちようび

ひるやす

しゅうかいしつ おくじょう ながぐつ

た の なか

たいせつ も

にちようび じどうかん

じどうかん あそ

あそ

保護者の皆様へ、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。緊急時や災害時に必要

となります。ご協力をお願いします。

保護者の皆様へ
・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ん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。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。

たいかい



日時 ・5月21日(日) 10:00～15:00

場所 ・猿江恩賜公園

注意事項 ・当日、 千田児童館はお休みです。なお、

こどもまつりが中止の場合、9:00～18:00で開館しています。

～5月のごあんない～

日時 ・5月5日(金) 10:00～12:00、13:30～15:00

場所 ・千田児童館・千田福祉会館

内容 ・キックターゲット、コンサート、宝探しツアー、ビンゴ大会等

ばしょ せんだじどうかん せんだふくしかいかん

こうとう

ないよう たからさが たいかいなど

ばしょ さるえおんしこうえん

ちゅういじこう とうじつ せんだじどうかん やす

5月27日(土)

15:00～16:00

色んな道具で遊ぼう♪
いろ どうぐ あそ

5月26日(金)

16:00～16:30

いろんな楽器を演奏しよう♪

5月5日(金)

14:00～15:00

色んなものを折ろう♪

がっき えんそう

いろ お

掲示板でお知らせします！

15:00～16:00

英語で遊ぼう♪

たっきゅう

ぼしゅうちゅう くわ しょくいん き

じょうきゅうしゃ

いちりんしゃ

けいじばん し

にちじ

しどういん あそ

えいご あそ

にちじ

ちゅうし ばあい かいかん

＜ 職員紹介 ＞

館長：長尾 和子

・ついつい来たくなる児童館 魅力あふれる児童館を目指します！

児童館主任：奥住 尚弘 児童館職員：中 良博

・ルールを守って楽しく遊んでください。 ・みんなが自然と笑顔になれるような児童館にしていきます♪

児童館職員：今関 智恵 児童館職員：中屋 望

・みんなとたくさんお話して、楽しく過ごしたいと思います！ ・千田児童館で先生と一緒に楽しい思い出を作ろう！よろしく！

以上のメンバーを中心に、千田児童館が楽しい場所となるよう 運営していきます。

いつでもみんなのご来館をおまちしています。

しょくいんしょうかい

かんちょう ながお かずこ

日時 ・5月27日(土) 13:00～15:00

場所 ・千田児童館 ダーツ室(受付開始 5月1日～)

内容 ・壊れたおもちゃをドクターに直してもらおう！

ばしょ せんだじどうかん しつ うけつけかいし

ないよう こわ なお

き じどうかん みりょく じどうかん めざ

しぜん えがお じどうかん

じどうかんしゅにん おくずみ なおひろ じどうかんしょくいん なか よしひろ

じどうかんしょくいん いまぜき ともえ じどうかんしょくいん なかや のぞみ

はなし たの す おも せんだじどうかん せんせい いっしょ たの おも で つく

いじょう ちゅうしん せんだじどうかん たの ばしょ うんえい

えんそう

サークルメンバー募集中！詳しくは職員に聞いてね♪

5月13日(土)

10:30～12:00

コーチに基礎から教えてもらおう！

5月20日(土)

10:30～12:00

初級クラスと上級者クラスがあるよ！

毎日(児童館があいている日) 15:30～16:00

屋上で野菜やお花を育てよう！

きそ おし しょきゅう

せんだむら

まいにち じどうかん

おくじょう やさい はな そだ

らいかん

まも たの あそ


