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千田まつり
千田福祉会館・児童館の、毎年恒例のお祭りです！
ご家族やおともだち、みんなで遊びに来てください♪
参加は自由。すべて無料です。
日 時：10月13日（土）
13:00～15:00（受付時間12:45～14:30）
場 所：1階 千田福祉会館＆2階 児童館
内 容：1階 食べ物コーナー
囲碁・将棋コーナー
2階 ゲームコーナー
バルーンアート（学童クラブ父母の会）
民生児童委員コーナー（工作、ベーゴマ等）
おりがみ教室（14:00～15:00）
※食べ物コーナーでは、豚汁・ポップコーン・コロッケ・
麦茶が提供されます。また、ゲームコーナーでは参加賞
としてお菓子が配られます。館内に成分表の掲示をいた
しますが、アレルギー等ご心配な方はお問合せください。
（12日（金）は前日準備のため、遊戯室のご利用は17時までとなります。）
＊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。
＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

千田児童館10月の予定
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【福祉会館交流】
10月20日（土）15:00～16:30
1階 福祉会館
みんなで囲碁、将棋などを楽しもう！
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千田まつり

【開館時間】
月曜日～土曜日：9:00～19:00
☆印の日：9:00～18:00

【にこにこタイム】
10月30日（火）11:30～12:00
遊戯室
千田保育園の保育士さんと遊ぼう♪

【ゴーゴータイム】
実施日：カレンダーに
印のある日 時間：10:30～12:00
千田児童館の屋上に三輪車が登場します！参加自由です。お気軽にどうぞ♪
※屋上使用不可の日は中止となります。何卒ご了承お願いいたします。

【ほんわかタイムのご案内】
ほんわかタイムでは、子育て中の保護者の方が子育てに関する悩みなどをお気軽
にご相談やお声かけいただけるように、子育て支援員が館内でお待ちしております。
9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職員に
お問い合わせください（館内にも掲示があります）。

ベビチルレインボー1１月号は1０月25日（木）発行予定｡お楽しみに！
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
＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

「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。

バナナひろば
対 象：平成29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：10月11日「運動遊び」
10月25日「おりがみ」
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。

いちごひろば
対 象：平成28年4月2日から平成29年4月1日に生まれたお子さま
（平成29年4月2日以降生まれのお子様も、歩けるようになったら
ご希望に応じてご参加いただけます）
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：10月 5日「工作『とんぼ』」
10月 19日「防災の話」
10月 26日「お誕生会」
※千田まつり前日準備のため、12日はおやすみになります。
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）
要申込み。一度申し込みをすれば、いつでも参加できます。

メロンひろば
対 象：平成28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：10月 3日「おりがみ『きのこ』」
10月10日「からだをたくさん動かそう」※晴天時は屋上
10月17日「布遊び」
10月24日「運動会」※晴天時は屋上
10月31日「お誕生会」
場 所：集会室
持ち物：上履き、履いてきた靴を入れる袋
要申込み。一度申し込みをすれば、いつでも参加できます。
＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

10月のプログラム
なないろプログラム
10月 2日（火）親子体操
10:30～10:50 0～1歳児
11:00～11:30 2歳児以上
10月 9日（火）読み聞かせ
10:30～11:00
場所：集会室 持ち物：靴入れ

わんぱくタイム
10月4・18日（木）
10:30～11:30
場所：集会室

大型遊具や大型ブロック、ブーブーカー、
ボール等で自由に遊べます！おともだち
と一緒に、ぜひおいでください♪

ハグヨガ講座
10月15日（月）①10:30～11:00 ②11:10～11:40
場所：集会室
お子様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協会認定エグゼクティブインストラクター）
持 ち 物：普段お使いの抱っこひも、靴を入れる袋、飲み物
服
装：裸足になれる、運動しやすい服装
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：9月18日（火）9:00～定員に達し次第〆切（現在受付中）
申込方法：千田児童館の受付にて直接、又は
電話03-3647-0108へお申込みください。
※11月は5日（月）に実施予定。11月の講座の受付は10月15日（月）より
開始いたします。

音楽会

サッカーひろば
10月22日（月）10:30～11:15
場所：屋上（雨天時は集会室）

10月29日（月）10:30～11:30
場所：1階 福祉会館 洋室
毎年恒例、秋の音楽会です。
参加自由！おともだちやご家族
も、ご一緒にどうぞ♪

出演：くすのき合奏団より
秋山 君彦（フルート）
保護者はサッカーの基本を、こども達は
武井 典子（ピアノ）
サッカーの楽しみ方を教わります。
手島 弘子（司会・歌）
定
員：5組
曲目：「アルルの女」より「メヌエット」
申込期間：9月25日（火）9 :00～
「もののけ姫」
定員になり次第〆切
・・・他
申込方法：千田児童館受付にて直接
※曲目は変更になることがあります。
又は
電話03-3647-0108
にてお申込みください。
＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

