
＊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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浴衣で盆踊り＆こども縁日

福祉会館の利用者さんや学童クラブのおにいさん・おねえさんと
一緒に、盆踊りを楽しみましょう♪子育てひろばで作った品物で、
縁日も同時開催します。参加自由！浴衣でなくても参加できます。

日 時：8月8日（木）11:00～12:00
場 所：盆踊り 千田福祉会館 和室（大）

縁日 千田児童館 集会室
持 ち 物：縁日で買ったものを入れる袋

（児童館で準備した紙のお金で買い物します。
飲食の提供はありません。）

※浴衣の着付けを申し込まれた方は、10:30に福祉会館に
おいでください。着付けの申込受付は終了しております。

＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊



＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

ベビチルレインボー9月号は､8月27日（火）発行予定です。
どうぞお楽しみに！

【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。
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）。

千田児童館 8月の予定
日 月 火 水 木 金 土

【開館時間】
月曜日～土曜日：9:00～19:00

☆印の日：9:00～18:00
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【アクアハーバーのご案内】
夏季恒例の、アクアハーバーが
始まります！

期 間：8月1日（木）～
9月30日（月）

時 間：10:30～11:45、13:00～15:00
持ち物：タオル、着替え、帽子
※アクアハーバーの期間中は、屋上で三輪車等
を楽しめるゴーゴータイムはおやすみとなり
ます。10月からの再開をお楽しみに！

子育て講習会
「発達の話」
8月29日（木）

10:30～11:00
場所：図書・図工室

深川保健相談所の保健師さんを
お招きして、こどもの発達につ
いてのお話をうかがいます。
参加自由！お気軽にどうぞ♪



バナナひろば
対 象：平成30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：8月はおやすみとなります。9月の予定は以下の通りです。

12日「座談会『夏の思い出』」
26日「風船遊び」
※内容は変更になる場合がございます。

場 所：集会室
持ち物：履いてきた靴を入れる袋、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29年4月2日から平成30年4月1日に生まれたお子さま

（平成30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：8月はおやすみとなります。9月の予定は以下の通りです 。

6日 動物ごっこ
13日 工作「おさる」
20日 運動会
27日 お誕生会
※内容は変更になる場合がございます。

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29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：8月はおやすみとなります。9月の予定は以下の通りです。

４日 共同制作「夜空に花火を打ち上げよう」
11日 フラフープ遊び
18日 おりがみ「うさぎとかめ」
25日 お誕生会＆英語に触れよう
※内容は変更になる場合がございます。

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

「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.＊＊＊



＊＊＊Mommy, always there for you.＊＊＊

バッグを作ろう！
8月26日（月）10:30～12:00

場所：図書・図工室
巾着袋を作りましょう♪

講 師：黒澤 典子さん
定 員：10名
申込期間：7月19日（金）9:00～

（定員に達し次第〆切）
※針やハサミ、ミシンを使うため、お子
さまを連れてのご参加はできません。
1歳3か月以上のお子さまは、別室で
お預かりいたします。託児の申込〆切
は8月16日（金）となります。

ハグヨガ講座
8月1日（木）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
お子さまと、その保護者

定 員：各回10組（合計20組）
申込期間：7月16日（火）9:00～

※現在、申込受付中
※次回は9月5日（木）に実施予定。

9月の受付は8月15日（木）より
開始いたします。

8月のプログラム

おもちゃエコ・マーケット＆おもちゃ病院
日 時：8月31日（土）

10:00～11:45（おもちゃエコ・マーケット＆病院）
※おもちゃの引き渡しは11:00に始まります。
13:00～15:00（おもちゃ病院のみ）

場 所：10:00～11:45 集会室
13:00～15:00 ダーツ室（おもちゃ病院のみ）

おもちゃエコ・マーケットとは、ご家庭で眠っているおもちゃを回収・洗浄し、
新しい家族に引き取ってもらう、おもちゃのリサイクルです。おもちゃ病院では
おもちゃドクターがこわれたおもちゃを修理します（実費がかかる場合有り）。
おもちゃ受付期間：エコ・マーケット出品 7月30日（火）～8月26日（月）

おもちゃ病院修理依頼 7月30日（火）～当日14:00まで

なないろプログラム
8月20日（火）みんなでEnglish!
10:30～10:45 0～1歳児
10:50～11:20 2歳児以上
場所：集会室 持ち物：靴入れ

※8月の読み聞かせ、親子体操は
おやすみです。

千田児童館の受付にて直接、または
電話 03－3647－0108

にて、お受けしております。お気軽にどうぞ。

＜千田児童館 要申込事業のお問合せ＞


