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せんだじどうかん

千田児童館

進級、進学の季節になりました。みんなきっと、新しい出会いに胸をワクワクさせていることで

しょう。千田児童館で元気に遊んで、楽しい思い出をつくりましょう。

4月のよてい

おねがい・おしらせ

・児童館があいている時間は9:00～19:00です。

・☆印のある日(日曜日)は9:00～18:00です。(※小学生は17:00まで遊べます。)

・日曜日の12:00～13:00は昼休みのため、児童館は おやすみです。

・集会室や 屋上は、サンダルや 長靴などでは 遊べません。

・食べたり、飲んだりできるのは、ロビーの中だけです。

・大切なものは、持ってこないでね。また、モデルガンやエアガンなどは、児童館では遊べません。

しょう ちゅうがくせい がつ たよ

小・中学生４月のお便り

日 月 火 水 木 金 土
保護者の皆様へ、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。緊急時や災害時に

必要となります。ご協力をお願いします。

はる こうとうくこうつうあんぜんしゅうかん

春の江東区交通安全週間
がつ にち もく にち ど

4月6日(木)～15日(土)
はし まち どうろ

「やさしさが 走るこの街 この道路」
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時間や場所など、詳しくは裏面を見てね♪
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保護者の皆様へ
・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ん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。

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。

こどものみんなへ
・行事などで、お菓子を配ることがあります。アレルギーがある人

は 先生に教えてね！

・写真を掲示板やおたより、ホームページに載せることがあるよ。

写真を載せてほしくない人は、先生に相談してね。

日時 ・4月22日(土) 14:00～15:00

場所 ・千田児童館 集会室

内容 ・サークル紹介、ゲーム遊びなど

～4月のごあんない～

日時 ・4月５日(水) 11:30～12:00

場所 ・千田福祉会館 和室(大)

内容 ・切手収集と福祉会館利用者交流
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サークルメンバー大募集！

４月22日(土)15:00より受け付けます！詳しくは 児童館の 案内を みてね！
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月１回(4月･8月はおやすみ)

土曜 10:30～12:00

対象：小学生

月１回(4月･8月はおやすみ)

土曜 10:30～12:00

対象：小学生

いちりんしゃ たっきゅう

毎日(児童館があいている日) 15:30～16:00

対象：小・中学生
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たいしょう しょう・ちゅうがくせい

自由に参加できる活動もあるよ♪(小・中学生対象)
じゆう さんか かつどう しょう ちゅうがくせいたいしょう
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年６回(4月･8月はおやすみ)

土曜 15:00～16:00

色んな道具で遊ぼう♪
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月１回(4月･8月はおやすみ)

土曜 14:00～15:00

身近な材料で作ります♪

月１回(4月は15日)

土曜 14:00～15:00

色んなものを折ろう♪
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月1～2回(4月は12日と26日)

水曜17:00～18:00

中学生のための時間だよ♪
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