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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 あそ ほごしゃ どうはん いこう りよう でき

（※小学生は17:00まで遊べます。保護者同伴であれば、17:00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8月のお便り

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8
ゆかた

浴衣で
ぼんおど

盆踊り

9 10

11
おやすみ
やま ひ

山の日

12
おやすみ
ふりかえきゅうじつ

振替休日

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25
おやすみ

26 27 28
せんだ

千田まつり
じっこういいん

実行委員
ぼしゅうかいし

募集開始
あら

おもちゃ洗い

29 30 31
おもちゃエコ
マーケット

おもちゃ
びょういん

病院

8月のよてい

む あつ ひ ふ なつほんばん なつやす たいちょう き つ きそく ただ せいかつ おく

蒸し暑い日が増え、いよいよ夏本番！そして夏休みがスタート！体調に気を付けて規則正しい生活を送ろう！
がつ

保護者の皆様へ
・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。



がつ

～8月のごあんない～
がつ

8月の「アディショナルタイム」

がつ じょうほう

8月のイベント情報
がつ かつどう

8月のサークル活動

ほ
う
こ
く

報
告

がつ

8月のアディショナルタイムはおやすみ！
がつ さいかい たの

9月から再開します！お楽しみに☆

がつ かつどう

※8月のサークル活動はありません！
たっきゅう いちりんしゃ

卓球サークル、一輪車サークルは
がつ かつどう さいかい

9月から活動を再開します。
じかい かつどうび がつごう し

（次回の活動日は9月号でお知らせします！）
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 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！

たなばた ねが ごと

「七夕の願い事」
がつ か にち たなばた かい かいかいだんまえ ささ

7月7日（日）は七夕でした。1階エントランスと2階階段前の笹に
おお たんざく かざ ねが かな

多くの短冊が飾られました！みんなの願いが叶いますように…

「おもちゃエコマーケット」
がつ にち ど

8月31日（土） 10:00～11:45
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

あそ じたく ねむ

遊ばなくなって自宅に眠っていたおもちゃが
じどうかん だいしゅうごう あたら であ ま

児童館に大集合！新しい出会いが待ってるよ！
びょういん どうじ じっし

また、おもちゃ病院も同時に実施☆

びょういん

【おもちゃ病院について】
がつ にち ど

8月31日（土） 10:00～15:00
ばしょ せんだじどうかん かい しつ

場所：千田児童館 2階 ダーツ室
しゅうりうけつけきかん うけつけほうほう

●おもちゃ修理受付期間・受付方法●
がつ にち か とうじつ

7月30日（火）9:00 ～ 当日 14:00まで
せんだじどうかん かいじむしつまどぐち しゅうりうけつけ

千田児童館 2階事務室窓口で修理受付☆

あら

【おもちゃ洗いについて】
がつ にち すい

8月28日（水） 15:00～15:30
ばしょ せんだふくしかいかん かい ようしつ

場所：千田福祉会館 1階 洋室

せんだ

「千田まつり」
がつ にち ど

10月12日（土）13:00～15:00
せんだ じっこういいん ぼしゅう

【千田まつり実行委員の募集について】
がつ にち すい もう こ

8月28日（水）から申し込みスタート♪
がつ しょうさい し

9月のおたよりで詳細をお知らせします。

なつやす きかんちゅう りよう

「夏休み期間中の利用について」
ごぜんちゅうぎょうじ しゅうかいしつ しよう ひ

午前中行事のため集会室を使用できない日が
ひるやす

あります。また、12:00～13:00はお昼休
かい しよう

みです。2階ロビーのみ使用できます。


