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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 がつ あそ ほごしゃ どうはん いこう りよう でき

（※小学生は10月から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12月のお便り

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

たっきゅう

卓球サークル
さどう

茶道クラブ

8
おやすみ

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
いちりんしゃ

一輪車サークル

22
おやすみ

23 24 25
かい

クリスマス会

26 27 28

29
おやすみ

30
おやすみ

31
おやすみ

がつ にち すい ふくしかいかん がくどうごうどうこうりゅう

※【12月18日（水）福祉会館・学童合同交流について】
ないよう

内容：ゲームコーナー、カードガチャなど
ふくしかいかん じどうかん がくどう ごうどう じっし

福祉会館・児童館・学童クラブの合同でイベントを実施！
あそ き

わくわくするコーナーがたくさんあるよ！遊びに来てね♪

12月のよてい

きたにほん はつゆき とど ことし ほんかくてき ふゆ き ぼうかんたいさく わす

北日本では、初雪のたよりが届き、今年も本格的な冬がすぐそこまで来ています。防寒対策を忘れずに！
がつ

しどういん あそ

ネイティブ指導員と遊ぼう
15:00～16:30

ふくしかいかん がくどうごうどうこうりゅう

福祉会館・学童合同交流
よ きみょう せんだじどうかん

～世にも奇妙な千田児童館～
した み

14:30～16:30 ※下を見てね！

きょうしつ

おりがみ教室
14:00～15:00

がつ にち にち がつ か きん

12月29日（日）～1月3日（金）まで
ねんまつねんし

年末年始のためおやすみとなります。

こうさく あそ おとこ おんな

：工作 ：みんなで遊ぼう ：フット（男） ：フット（女）



がつ

～12月のごあんない～
がつ

12月の「アディショナルタイム」

がつ じょうほう

12月のイベント情報
がつ かつどう

12月のサークル活動

ふかがわほくぶ たいかい

「深川北部ドッジボール大会」
ねん がつ にち きん

2020年3月27日（金）10:00～16:00
ばしょ ふかがわ かいかん こうとうくきたすな

場所：深川スポーツ会館（江東区北砂）
たいしょう しょうがく ねんせい ねんせい だんじょ めい

対象：小学1年生～3年生の男女20名
ぼしゅう がつ にち げつ かいし

募集：12月23日（月）9:00から開始
れんしゅう ねん がつ にち すい かいし

練習：2020年1月15日（水）から開始
くわ ないよう かんないけいじ し

詳しい内容については館内掲示でお知らせ☆

かい

「クリスマス会」
がつ にち すい

12月25日（水） 14:00～15:00
ばしょ せんだじどうかん かい しゅうかいしつ

場所：千田児童館 2階 集会室＆
としょ ずこうしつ

図書・図工室
ないよう こうさく たの

内容：クリスマス工作、お楽しみゲーム

ことし かい じっし

今年もクリスマス会を実施します！
たの

みんなでイベントを楽しもう♪

たっきゅう がつ か ど

卓球サークル 12月 7日（土）
いちりんしゃ がつ にち ど

一輪車サークル 12月21日（土）
かつどうじかん

♪活動時間 10:30～12:00
かつどうばしょ せんだじどうかん かい しゅうかいしつ

♪活動場所 千田児童館 2階 集会室
もうしこ

【サークル申込みについて】
いちりんしゃ しょきゅうしゃ

一輪車サークル初級者クラスは
ていいん た もうしこ うけつけ しゅうりょう

定員に達したため、申込み受付を終了しました。
いちりんしゃ じょうきゅうしゃ たっきゅう

一輪車サークル上級者クラス、卓球サークルは
ひ つづ もうしこ うけつけちゅう

引き続き申込みを受付中です！

さどう さいしゅうかい ちゃかい じっし

茶道クラブ＜最終回 お茶会を実施＞
がつ か ど だい ぶ

12月7日（土）第1部 13:30～14:20
だい ぶ

第2部 14:20～15:10

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

♪活動場所 千田福祉会館 1階 和室（小）


