
＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

お知らせ
千田児童館の職員をご紹介します。

館長：長尾 和子（ながお かずこ）
・来るとほっとする♪今日も児童館に行ってみよう♪
そんな空間にしていきます。
児童館主任：奥住 尚弘（おくずみ なおひろ）
・サッカーが大好きなので、みんなでサッカーを楽しみましょう。
児童館職員：中 良博（なか よしひろ）
・音楽が好きで、ピアノやサックスが得意です。子育てひろばのひまわり広場で
は、11月にみんなで合奏をしたいと思います♪
児童館職員：今関 智恵（いまぜき ともえ）
・東京都子育て支援員です。子育ての悩みや不安、ちょっとした世間話など、ど
んなことでもお話ししましょう！皆さんお待ちしています。
児童館職員：中屋 望（なかや のぞみ）
・２月から新メンバーとして加わりました！よろしくお願いします！

発達や健康、そのほか気になる事など、どうぞ遠慮なくご相談ください。

＊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
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千田児童館 5月の予定
日 月 火 水 木 金 土

1
おもちゃ
受付開始

2 ◎
なないろ
プログラム

3
憲法記念日
おやすみ

4 
みどりの日
おやすみ

5 
こどもの日
お楽しみ会

6

7

☆
8 9 ◎

なないろ
プログラム

10
ひまわり
広場

11 ◎
ピヨピヨ
ひろば

12 ◎
たんぽぽ
広場

13

14
おやすみ

15 ◎
ペット
ボトル
工作

16 ◎
なないろ
プログラム

17
ひまわり
広場

18 ◎
わんぱく
タイム

19 ◎
たんぽぽ
広場

20

21
江東
こども
まつり
おやすみ

22 ◎ 23 
にこにこ
タイム

24 ◎
ひまわり
広場

25 ◎
ピヨピヨ
ひろば

26
たんぽぽ
広場

27
ジャグ
リング

28
おやすみ

29 ◎ 30
千田保育園
交流

31 ◎
ひまわり
広場

【開館時間のご案内】
月曜日～土曜日：９:00～19:00

日曜日：9:00～18:00
※日曜日12:00～13:00は閉館しています。

第2９回江東こどもまつりに伴う臨時休館について、江東区よりお知らせです！
江東こどもまつり前日（5月20日）、区内児童館は準備のため臨時休館です。
（但し、平野・東雲・千田・亀戸児童館、江東区児童会館は開館しています。）

第29回江東こどもまつり開催日
平成２9年５月21日（日）10:00～16:00（猿江恩賜公園周辺）
江東こどもまつり中止の場合、千田児童館は9:00～18:00で開館しています。

＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

にこにこタイム
5月23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。どな
たでもご自由に参加できます。

お知らせ
ほんわかタイムでは、担当職員が館内でお

待ちしております。上のカレンダーで◎のあ
る日に予定しています。詳しくは職員にお尋
ねください。

おもちゃ
ドクター
診療所

★こどもの日お楽しみ会★5月5日（金・祝）10:00～15:00
キックターゲットやおりがみ教室、福祉会館利用者さんとの将棋対決など

楽しい企画をご用意して皆さんをお待ちしています。乳幼児さん向けには、
大型遊具のコーナーがありますよ。くまみーも遊びに来ます。ぜひ、ご家族
一緒においでください！



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：5月11日「自己紹介」

5月25日「お誕生日の歌」※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：5月12日「自己紹介」はじめまして★

5月19日「おりがみ」たんぽぽをつくろう♪
5月26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：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：5月10日「自己紹介」どうぞよろしくね！

5月17日「制作」新聞紙でかぶとをつくろう！
5月24日「運動」風船で遊ぼう！
5月31日「お誕生会」手品を楽しもう♪

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.＊＊＊

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6月号は､5月25日（木）発行予定｡
どうぞお楽しみに！



5月のプログラム

＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

わんぱくタイム
5月18日（木）10:30～11:30

場所：集会室
大型遊具やブーブーカー、ボー

ルなどで思い切り遊びましょう♪

なないろプログラム
今年度から始まった、毎月火曜日に自

由にご参加いただけるプログラムです。
今月の予定は下記のとおりです。

5月 2日(火)親子体操(集会室)
講師：新井 竜太

5月 9日(火)読み聞かせ(集会室)
講師：加古 洋子

5月16日(火)英語(遊戯室)
講師：James

開始時間はいずれも10:30～です。

ペットボトル工作
ペットボトルの空き容器を、かわいい小物入れに生まれ変わらせましょう！

日 時：5月15日(月)10:30～11:30
場 所：図書・図工室 参加費：無料
定 員：20名（保護者のみでもご参加いただけます）
申込み：4月25日(火)～児童館受付または電話03-3647-0108にて承ります

※1歳3か月以上のお子様は託児利用ができます。託児受付〆切は5月8日(月)です。

～千田児童館 一時保育事業「るんるんタイム」～
千田児童館の保護者向け事業のうち、お子様を別室にてお預かりしてご参加

いただける企画があります。その一時保育の時間が「るんるんタイム」です。
「るんるんタイム」に申し込みをすると、参加カードと参加シールがもらえ

ます。参加中は工作をしたり、絵本や紙芝居を読んでもらったりします。
※参加には以下のようなお約束があります。
・参加できるのは1歳3か月以上のお子様に限ります。
・水筒、手ふきタオル、オムツや着替えの準備をお願いします。持ち物には
すべて記名をしてください。

その他、ご不明な点はお気軽に児童館職員にお問い合わせください。

ジャグリング
5月27日（土）15:00～16:00

場所：集会室
いろいろな道具を使って、いろいろ

な技に挑戦してみよう！
ト・ヴィンチ先生が教えてくれるよ。

おもちゃドクター診療所
5月27日（土）13:00～15:00

場所：ダーツ室
こわれたおもちゃを直してもらえます。

千田児童館のカウンターまでおもちゃをお
持ちください。

★修理受付開始5月1日(月)～
※修理費用が発生する
場合や、修理が完了
するまで入院となる
場合もあります。

千田保育園交流

5月30日（火）10:30～11:30 場所：屋上(雨天時 集会室)
千田保育園の最年長・レインボー組さんのお友達と一緒に、いっぱい体を動か

すよ。どんな遊びをするかは、当日のお楽しみ♪


