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日 月 火 水 木 金 土
1
メロン

2 3
いちご

4

5
子育て講座
ポジティブ・
ディシプリン
(体験会)

6 7
なないろ
プログラム
（体操）

8
メロン

9
バナナ

10
いちご

11
こども縁日

※をご確認下さい

12
おやすみ

13
ママヨガ

14
なないろ
プログラム
(読み聞かせ)

15
メロン

16
なないろ
プログラム
（英語）

17
いちご

18

19 20
開館
(敬老の日)

21 22
メロン

23
おやすみ
(秋分の日)

24
いちご

25

26
おやすみ

27
ベビー
マッサージ

28
にこにこ
タイム

29 30
バナナ ※ 9月11日(土)は、

終日、自由遊びのご利用は
不可とさせて頂きます。

HP Twitter

千田児童館 乳幼児向けおたより

９ 月号

釣りゲームやお面づくり、ヨーヨーなど…🎵
千田児童館のこども縁日を是非親子でお楽しみ下さい！

日時 ： ９月１１日(土) ＜５部 入れ替え制＞
①10：00～10：45 ②11：00～11：45
③14：00～14：45 ④15：00～15：45
⑤16：00～16：45
対象 ： 乳幼児～１８歳までと保護者
定員 ： 各回 大人も含め３０名まで ※予約制

お申込み受付 ： 9月4日（土） 10：00～ ※定員になり次第〆切

※当日は、自由遊びでのご利用はできませんのでご了承下さい。

こども縁日ミニ



９月の「年齢別プログラム」

クラス 開催日 メイン活動 対象児

メロン
(2歳以上)

①9/1
②9/8
③9/15
④9/22

①体を動かそう
②工作遊び
③ボール遊び
④手品

2019年3月までに
生まれたお子さま

いちご
(1～2歳)

①9/3
②9/10
③9/17
④9/24

①体を動かそう
②工作遊び
③ボール遊び
④手品

2019年4月～12月、
2020年1月～3月に

生まれたお子さま

バナナ
(0歳)
※生後３か月から

①9/9
②9/30

①運動遊び
②パネルシアター

2020年4月～12月、
2021年に

生まれたお子さま

お子さまの年齢に応じてクラスを分け、親子のふれあい遊びや歌遊び、体操や
紙芝居の読み聞かせなどに加え、毎回内容が変わるメイン活動を行います。

プログラム開催時間は、全て10：30～（20分程度）です。

※申込が必要です。（各クラス 定員１０組）
参加の回数に制限はありません。どうぞお気軽にご参加下さい！

≪お申込み受付≫ 開催日から１週間前の午前10：00～ （定員になり次第〆切）

たたかない、怒鳴らない子育てガイド

「ポジティブ・ディシプリン」
プログラム開催！

日々の子育てで自分が大切にしている考え方を見つめなおすことができます。それをどのように子
どもに伝えるか、子どもとの向き合い方を考える時間になること間違いなし！のプログラムです。
正解が一つであるはずがない子育て…だからこそ時間をかけてじっくりゆっくり深めます。

【日時】10：00～12：00
10月 6日(水)・13日(水)・20日(水)・27日(水)
11月 10日(水)・16日(火)・24日(水)
12月 1日(水)・22日(水) ※同窓会2022年6月開催予定

【場所】千田児童館 図書･図工室
【費用】全9回 2,400円（書籍・文具実費代）
【託児】あり 生後6ヶ月～ １回につき 500円

【申込・問い合わせ】pdep@momrings.jp

10月からのスタートに先駆けて、９月５日(日)に「2時間導入講座(体験版)」を開催します！

詳しくは、ホームページやツイッターをご覧ください。

※クラスの対象年齢は目安です。お子さまの発達に合わせて、他のクラスへ参加のご希望がありましたらご相談ください。

mailto:pdep@momrings.jp


ベビーマッサージ ＜集会室＞

赤ちゃんとの触れ合いで心も体もリラックス

９月２７日(月)10：30～11：30

講 師：田村 友美さん
対 象：2ヵ月～１歳未満
定 員：１０組 ※定員に達し次第締め切り

持ち物：ｵｲﾙ（ﾛｰｼｮﾝ・ｸﾘｰﾑなど）、
バスタオル、オムツ、おしりふき、赤
ちゃんの飲み物
申込み：9月20日(月) 10：00～

９月の「なないろプログラム」

「体操・読み聞かせ・英語」を主としたプログラムです。

≪お申込み受付≫ 開催日から１週間前(休館日の場合は前開館日）の午前10：00～
※定員 各 １０組（20名程度） （定員になり次第〆切）

親子体操
（0～2歳未満） 9/7

火曜日

10：30～
11：00 体操のおにいさんと

一緒に体を動かそう！
※受付8/31～親子体操

（2歳以上）
11：15～

11：45

読み聞かせ
9/14
火曜日

10：30～
11：00

加古先生、中村先生と
楽しい本の世界へ！
※受付9/7～

みんなでEnglish！
（0～2歳未満） 9/16

木曜日

10：30～
11：00 ネイティブ指導員

によるたのしいEnglish！
※受付9/9～みんなでEnglish！

（2歳以上）
11：15～

11：45

≪プログラムのお申込みについて≫

※お電話または児童館受付にて承ります。（受付時間10：00～）

※あいにくお申込み予約のキャンセル待ちはございません。開催日前日の12時以降にお問合
せ頂き、キャンセルにより枠がある場合にはお申込みを承ります。

※ご案内のイベントやプログラムはお申込み回数に制限はございません。

※状況によりイベントが中止になる場合があります。その場合には、お申込みをされた方に
ご連絡を致します。

ママヨガ ＜集会室＞

疲れた体をヨガでほぐしてリフレッシュ！

９月１３日(月)10：30～11：30

講 師：齋藤 麻美 先生
定 員：１０組（お子様も一緒に参加可能）

※定員に達し次第締め切り

対 象：子育て中のママ
持ち物：飲み物

※動きやすい服装でお越し下さい

申込み：9月6日(月) 10：00～



千田児童館からのおねがい

・初めての利用時は「児童館利用申請書」をご提出下さい。
利用者カードをお渡しいたします。

・乳幼児(就学前)のご利用は保護者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。

・恐れ入りますが、イベントやプログラム参加時の写真や
動画の撮影はご遠慮ください。

・活動の様子を記録した写真を、館内掲示やホームページ等
に掲載することもありますので、不都合のある方は、職員
までお申し出ください。

赤ちゃんの駅

江東区内児童館は
「赤ちゃんの駅」として
授乳やオムツ替えができます。
また、自由に遊べる乳幼児用の
お部屋がありますので、
プログラムの参加以外でも
お気軽にお立ち寄りください。

にこにこタイム ＜遊戯室＞

９月２８日（火）
11：30 ～ 12：00

千田保育園の保育士さんをお招
きして手遊びやわらべ歌などを
楽しみます。
ぜひご参加ください。
※お部屋の利用予約のみ
必要となります。

自由参加・自由利用のご案内

【開館日】 月曜～土曜、第1 第3 日曜、敬老の日
（※9/12、9/23、9/26は休館です）

【開館時間】 午前の部 10:00～12:00／午後の部 14:00～18:00
【予約受付時間】 開館日 9:00～17:00

（※1週間前から予約可能です）

お部屋の使用人数を制限しているため、自由利用の場合も予約が必要
です。予約なしでお越し頂いた場合、お部屋の定員に空きがあればご
利用いただけます。また感染症拡大防止のため「来館前の検温」「マ
スク着用(小学生以上)」「手洗い・手指消毒」をお願いしています。
お手数をおかけしますがご協力をよろしくお願いいたします。


