
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンジョ イ タイ ム

ほっとタイ ム 12時から１時 食事ができます

桶川市児童館発行　令和４年2月　第362号

桶川市末広２－８－２９　TEL　０４８－７２８－７６３１ 1 （7･10相談） 2 3 4 5

桶川市社会福祉協議会ホームページからも見られます　http://www.okshakyo.com/ （桶川市総合福祉センター２F）

はるかぜに　のって　ちょうちょが　とんでった　
げんきなひとは　たくさんのげんきをもってる 6 7 8 9 10 11 建国記念の日 12

げんきがないひとは　すこし　げんきがたりないないだけ
げんきなひとが　すこしのげんきを　あげると…
みんな　げんきに　なれる

13 第２日曜 14 15 16 休館日 17 18 19
アンパンマン の手形 (28日まで)

乳幼児 　月曜～金曜　１０：４５頃から　参加自由 小学生 今回は、レクゲーム　（裏面参照） 20 21 22 23 天皇誕生日 24 25 26

”ふれあい遊び”、”読み聞かせ”などをします ３月６日（日）　ごご２時～ オセロ大会

マークがある日にやっています みんなと一緒にレクゲームをします

27 第４日曜 28
 アンパンマンの

全年齢 木曜日と土曜日　10:00～11:30 老人福祉センターとの合同事業 手形終了

子育てや家庭のことなど ３月５日（土）　ごご1:45～

どんなことでも相談してください 全年齢 落語家が来ます。 ※(7･10相談)７か月児・１０か月児相談時は、遊戯室で遊べます

　　　マークがある日にやっています 笑いのひとときをどうぞ エンジョ イ タイ ム

ほっとタイ ム

小中高生 小学・中学・高校生を中心に大会を開催します 全年齢 修理をしたいおもちゃを持参してください 1 （7･10相談） 2 3 4 5

２月１２日（土）　ごご2:00～　将棋大会 ２月２４日（木）　10:00～12:00

２月２０日（日）　ごご2:00～　オセロ大会 ３月２４日（木）　10:00～12:00

３月１２日（土）　ごご2:00～　卓球大会 「おもちゃの病院」は８月まで児童館で開院しています

※当日、時間までに受け付けをしてください 前もって預けることができます 6 7 8 9 10 11 12

卓球大会

乳幼児 日本体育大学の先生が、運動遊びを紹介します 乳幼児 子どもの今を残しませんか 13 第２日曜 14 15 16 17 18 19

２月９日（水） ２月１４日（月）から２８日（月）まで

１部　１０時から ※事前予約が必要です

２部　１１時から （裏面参照）

※事前予約が必要です 20 21 春分の日 22 23 休館日 24 25 26

（裏面参照）

昼食スペースの提供 ～12時から１時～ 27 第４日曜 28 29 30 31

12時から１時までの間、講習室で食事ができます。

１組（家族、兄弟）ごとに交代で食事をしています。

新型コロナウィルス感染症の状況により提供できない場合があります

※(7･10相談)７か月児・１０か月児相談時は、遊戯室で遊べます

みんなであそぼう

レクゲーム

エンジョイタイム

おもちゃの病院

みんなであそぼう

ほっとタイム

将棋・オセロ・卓球大会

落語会

親子で楽しい運動あそび

火 水

健診のため

できません

月

休館日 一般の方の利用は

あそぶ・つくる・であう
２月のスケジュール

月 火日
桶川市児童館だより ２月･３月

将棋大会
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木 土

親子で楽しい

運動あそび

落語会

金

～　開館時間　～

～午後５時午前９時

水 土木 金

休館日

アンパンマンの手形づくり

休館日

一般の方の利用は

できません

休館日

休館日

日

休館日

３月のスケジュール

休館日

おもちゃの病院

おもちゃの病院

新



児童館の駐車場（共用）は、西側入口が閉鎖中（地域福祉活動センター改修

工事中による）のため東側入口から入場してください。ご迷惑をおかけいたし

ますが、児童館は通常通り開館していますので、よろしくお願いいたします。 

親子で楽しい運動あそび （予約制、対象：未就学児） 

日本体育大学の先生が、子どもたちと一緒に楽しくできる運動あそびを紹

介します。（タオル遊び、ボール遊び、柔軟運動など） 

２月９日（水） 

１部 １０：００～ １歳児くらい（歩けること）から２歳６か月くらいまでのお子さ

まと保護者 

２部 １１：００～ ２歳７か月くらいから３歳児くらいまでのお子さまと保護者 

申し込み受け付け中 

アンパンマンの手形づくり （予約制、対象：未就学児） 

こどもの今を手形に残しませんか。 

厚紙で作ったアンパンマンの顔をあけて手形を押します。 

２月１４日（月）から２月２８日（月） ごぜん１０：００～ごご３：００頃まで  

申し込み開始 ２月１日（火） 

落語会 （予約制、対象：全年齢） 

笑いのひとときをどうぞ。老人福祉センターと合同です。 

３月５日（土） ごご１：４５～ごご４：００頃まで  
林家たま平さんと桃月庵こはくさんが東公民館へやってきます。 

こども向けの落語もあります。 

申し込み開始 ２月７日（月）９：３０から 

みんなであそぼう レクゲーム （予約制、小学４年生から６年生） 
１月に開始予定だった新しい企画です。隔月で開催します。 

ボランティアのおにいさん、おねえさんが児童館へ来て、いろいろな遊びを

教えてくれます。第１回は、みんなで室内レクゲーム（レクリエーションゲーム）

を行います。レクゲームを知っている子も知らない子も一緒にあそぼう。 

３月６日（日） ごご２：００～ごご３：００頃 

申し込み開始 ２月１２日（土）  定員２０名 

 

＜イベントの申し込み方法＞ 
電話（０４８－７２８－７６３１）または直接児童館へお越しください 

申込受付時間：９：００～１７：００   

参加費はすべて無料です 

 

１２月・１月のイベント紹介 

＜けんだまであそぼう＞ 

けんだま５段の先生が、子ども

たちにやさしく教えてくれました。 

年２回予定です。 

＜児童館のクリスマス会＞  

人形劇を観た後、サンタクロースが

やってきて、プレゼントをわたしてくれ

ました。 

＜合同卓球大会＞ （老人福祉センターと合同） 

老人福祉センターのお年寄りと児童館の

子どもが一緒に対決しました。優勝は児童館

の子どもでした。 

 

 

児童館の相談員が応えます 

ほっとタイム   

毎週 木曜日 と 土曜日 

１０時から１１時３０分 

“ほっとタイム”は、児童館の相談員が利用者から 

の相談を受ける時間です。 

相談員は名札を付けています。子育てのことや 

その他に気になることなどを話してみてはどうで 

しょうか。 

聞かれたくない内容のときには、別の部屋で相談 

することもできます。 

 

新型コロナウィルス感染拡大予防に伴い 

児童館に入るときには、次のことを守ってください。 

（１）体温を確認します。３７.５度以上ある場合には入館できません 

（２）マスクを着用してください（3 歳以上は必ず） 

（３）入館前に手指をアルコール消毒してください 

児童館内掲示「新型コロナウイルスに関する重要なおしらせ」を読んでからご利用ください。 

新型コロナ感染拡大防止に伴い、 

予定していた以下のイベントは中止、または延期中です 

おはなし会     乳幼児対象 あつまれ３歳 乳幼児対象 チーム💛ふろしき 乳幼児対象 

ベビー・キッズヨガ 乳幼児対象 社会科見学  小学生対象 おたのしみ風呂  小中学生対象 

※本たよりの予定は変更する場合があります。 

最新の児童館だよりは、社会福祉協議会のホームページにてご確認をお願いします。     2022-02-03 

子どもの誕生月に “子どもの写真つき

誕生カード” をプレゼントします。 

随時受け付けています。誕生月少し前

の子、誕生月を過ぎた子の “誕生カー

ド” も受け付けています。希望される方

は、スタッフに声をかけてください。 

小学生以上の子どもたちの“誕生カード” 

も受け付けています。 

誕生カード 

＜クリスマス・ミニコンサート＞  

（老人福祉センターと合同） 

女性合唱団アンサンブル・シャリオさんが

クリスマスの曲を中心に９曲を披露、“赤鼻

のトナカイ”ではお年寄りや子どもたちが手

話で参加しました。 

＜ビンゴ大会＞ （老人福祉センターと合同） 

クリスマス・ミニコンサートの後、たくさんの

方々に景品を贈ることができました。 

＜おしるこ＞ （老人福祉センターと合同） 

老人福祉センターが作ってくれたあ 

たたかい“おしるこ”をみんなでいただ 

きました。 
 


