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イベントのない日もご利用頂けます。

※最終面の「自由参加・自由利用のご案内」をご参照ください。
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千田児童館 乳幼児向けおたより

１０ 月号

薬剤師の指導でルームスプレーとバスソルトを作ります♪ アロマの香りでリラックス！

開催日 １０月３日（月）10：30～11：30
対 象：乳幼児保護者 定 員：１５名（先着順）

持ち物：託児を申し込まれた方は 託児セット
申込み：9月26日（月）10:00～ 電話または児童館受付のみ

≪託児について≫  講座に参加している間、お子様を別室にてお預かり致します。
希望される方は9月29日(木)までにお申し込み下さい。

託児対象児：満１歳以上のお子様
持ち物 ：飲み物、着替え、オムツ、おしりふき、ビニール袋(２枚)､手を拭くタオル

10月の子育て応援プログラム① ※託児あり



１０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～)

①10/5
②10/12
③10/19

①音楽遊び
②おりがみ
③体を動かそう

2020年3月までに
生まれたお子さま

２歳になったら参加可能です

いちご
(1歳～)

①10/7
②10/14
③10/21

①体を動かそう
②新聞紙遊び
③パネルシアター

2020年4月～12月、
2021年1月～3月に

生まれたお子さま

１歳になったら参加可能です

バナナ
(0歳)
※生後３か月から

①10/13 ①パネルシアター
2021年4月～12月、

2022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１5組）（定員になり次第〆切）

参加の回数に制限はありません。

≪お申込み≫ 開催日から１週間前の午前10：00～ 電話または児童館受付にて

※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。

ハロウィン特別プログラムを２日に渡って開催します！
（※全て同一内容です。①～④のいずれか１回に参加できます）

開催日 10月26日（水）①10：30～11：00
②11：15～11：45

27日（木）③10：30～11：00
④11：15～11：45

対象：乳幼児と保護者 定員：各回 親子15組（30名程度）
申込み：『子育て情報ポータルサイト』よりお申込み下さい

受付期間：10月5日(水)10:00～10月18日(火)19:00
定員数を超えたら抽選となります。

抽選日時：10月19日(水)12:00
※申込みは１家族１口でお願い致します。

※電話や窓口ではお受けできませんのでご了承下さい。



１０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 15組（30名程度）（定員になり次第〆切）

電話または児童館窓口でお申込み

親子体操
（0～1歳半未満） 10/4

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9/27～親子体操

（1歳半以上）
11：15～

11：45

読み聞かせ
10/11
火曜日

10：30～
11：00

絵本読みの先生と
楽しい本の世界へ！
※受付10/4～

みんなでEnglish！
（0～1歳半未満） 10/20

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10/13～みんなでEnglish！

（1歳半以上）
11：15～

11：45

≪プログラムのお申込みについて≫
※受付時間は 10：00～です。（プログラム当日の予約については 9：00から 受け付けます｡）
お申込み方法は「お電話 03-3647-0108 」、「千田児童館窓口」、「江東区子育て情報
ポータルサイトからのWeb申込み」がございます。ご案内のイベントやプログラムにより、
申し込み方法が異なりますので、ご注意ください。

※予約のキャンセル待ちはございませんが、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ありませんが、１日に予約できる回数
は１回までとさせて頂きます。

※状況によりイベントが中止となる場合には、お申込みをされた方にご連絡を致します。
電話と窓口、ネット予約の受付枠をそれぞれで設定しています。

音楽を通じて身体を動かすことで、子どもの表現力や感性を養うといわれるリトミック！
お子さまとのスキンシップにも！是非ご参加ください。

開催日 １０月６日（木）
時間 ①10：30～11：00（生後６ヶ月～１歳６ヶ月未満 対象）

②11：15～11：45（１歳６ヶ月以上 対象）

定 員：各１５組（３０名程度） ※定員になり次第締め切り

持ち物：水分補給の飲み物
※動きやすい服装でお越しください

申込み：9月29日(木)10:00～（電話または児童館窓口にてお申込み）

江東区の音楽教室「ドリームミュージック」リトミック講師 ： 大澤ともこ 先生

１０月の子育て応援プログラム②



にこにこタイム ＜遊戯室＞

１０月２５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。お子さまの
身長と体重の測定も行い
ます。ぜひご参加ください。

自由参加・自由利用のご案内

【開館日】 月曜～土曜、第1 第3 第5日曜、
（※10/9、10(スポーツの日)、23は休館です）

【開館時間】 午前の部 9:00～12:00／午後の部 13:00～19:00
（※日曜日の開館日は18：00まで）

【お問合せ受付時間】 開館日 9:00～19:00
（※日曜日の開館日は18：00まで）

自由来館は、予約なしでご利用できます。定員数を超えた場合のみ、他の部屋を
ご案内させていただきます。予約も受け付けております。
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・

消毒」をお願いしています。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

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
作成しますので、以降の来館時にご提示ください。

・乳幼児（就学前）のご利用は保護者の付き添いが必要です。
館内では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。

・お子様の写真や動画などの撮影をされる場合は、ご家族のみが写るよう、他の
利用者へのご配慮をお願い致します。

・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が
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。

『ほんわかたいむ』
子育てをしていて「これでいいのかな…」
「たまには家族以外の大人と話したい…」
と感じることはありませんか？
千田児童館の『ほんわかたいむ』は、
子育てをしていて気になることや、
ちょっとした世間話など、ささいな事も
女性職員がお話し相手になります！
お気軽にお話ししてください。

※カレンダーの 印は『ほんわかたいむ』
実施日です。時間帯は館内の掲示をご確認
ください。

子育て情報ポータルサイト
先月から、江東区の「子育て情報ポータルサイト」で
プログラムのウェブ申込みができるようになりました
が、先着順申込みについて一部不具合があり、ご不便
をおかけしますが、現在一時的に中止しております。

※抽選申込みの予約はご利用いただけます。ご利用にはマイページ利用者登録が必要です。


