
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８月　第365号

桶川市末広２－８－２９　TEL　０４８－７２８－７６３１ 1 2 （7･10相談） 3 4 5 6

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） こども

料理教室

そうめんの　つるつるって　ところが　すき 7 8 9 10 11 （山の日） 12 13

かき氷の　キーンって　ところが　すき
カレーライスの　あったかい　ところも　すき
でも　花火の　ドーンって　ところは　きらい
ぼくは　そんなことを　いってる　きみが　すき 14 第２日曜 15 16 17 18 19 20

乳幼児 　月曜～金曜　１０：４５頃から　参加自由 乳幼児 ”チーム◇ふろしき”が来ます！ 21 22 23 24 休館日 25 26 27

”ふれあい遊び”、”読み聞かせ”などをします 次は１０月３日（月）です オセロ大会

全年齢 木曜日と土曜日　10:00～11:30 乳幼児 こどもと一緒に”ふれあい”ながら… 28 第４日曜 29 30 31

子育てや家庭のことなど ９月５日（月）　10：30～

どんなことでも相談してください

※(7･10相談)７か月児・１０か月児相談時は、遊戯室で遊べます

小学生 お茶（茶道）の世界を体験します 小学生 レクゲームを行ないます（裏面参照） エンジョ イ タイ ム

８月９日（火）　ごご2：00～ ９月１８日（日）　ごご2：00～ ほっとタイ ム

（裏面参照） （裏面参照）

1 2 3

小学生 絵とことばで自分の気持ちを伝えよう 小中高生 小学・中学・高校生を中心に大会を開催します

８月１９日（金）　ごご2：00～ ８月１３日（土）　ごご2:00～　将棋大会

（裏面参照） ８月２１日（日）　ごご2:00～　オセロ大会 4 5 6 （7･10相談） 7 8 9 10

９月１０日（土）　ごご2:00～　卓球大会 ベビーキッズヨガ 卓球大会

※当日、時間までに受け付けをしてください

６月６日（月）　チーム♡ふろしき

チーム♡ふろしきが再開しました。 11 第２日曜 12 13 14 15 16 17

ほっちゃん、みえちゃん、 小学生 昔ばなしと七夕の話をします

ウッキーちゃん、みんな元気でした。 ８月２２日（火）　ごご2：00～

パネルシアターもおもしろくて （裏面参照）

楽しい時間でした。 18 19 （敬老の日） 20 21 22 23 （秋分の日） 24
（ほっちゃんとウッキーちゃん）

６月２８日（火）　親子で楽しい運動あそび ７月４日（月）　ベビー・キッズヨガ

日体大の河田先生と学生が、 ベビー・キッズヨガも再開。

１歳から３歳くらいのこどもたち ０歳から２歳のこどもたちが 25 第４日曜 26 27 28 休館日 29 30

向けの色々な運動あそびを 膝の上でヨガを楽しんだ後、

紹介してくれました。 パパとママ自身のストレッチ

をしました。
（スポンジの道を歩いて渡る） （人形を使ってベビーヨガ） ※(7･10相談)７か月児・１０か月児相談時は、遊戯室で遊べます
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みんなであそぼう レクゲーム （予約制、小学生以上） 

新企画です。隔月で開催します。 

９月１８日（日） ごご２：００～ごご３：３０頃 

おにいさん、おねえさんが児童館へ来て、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 

申込み：７月３１日（日）午前９時から  定員２０名 

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   

絵手紙をつくろう （予約制、小学生） 
はがきに好きな“絵”と“ことば”で自分の気持ちを伝えよう。 

日 時：８月１９日（金） ごご２時～ごご４時 
対 象：小学生 

定 員：２０名（申込順） 

持ち物：書く道具（水性絵の具、細マジック、鉛筆４Ｂか６Ｂ、色鉛筆など）、書きたい物（果物、野菜、

置物、おもちゃなど）、道具や書きたい物は、児童館でも用意します。 

講 師：日本絵手紙協会 新井初江氏 

茶道体験 （予約制、小学生） 
お茶（茶道）の世界を体験します。 

日 時：８月９日（火） ごご２時～ごご３時 

対 象：小学生 

定 員：２０名（申込順） 

講 師：表千家 小沢宗和氏 

持ち物：白い靴下（履いてこない） 

―― ＜老人福祉センターとの合同事業＞ ―― 

講談（昔ばなし、七夕のはなし） （予約制、小学生） 
ボランティアの方が、老人福祉センターで「昔ばなし」をします。 

老人福祉センターの方々と一緒に講談を聞きに行きませんか。 

日 時：８月２２日（月） ごご２時～ 

対 象：小学生以上 

定 員：２０名（申込順） 

申込み：８月１日（月）午前９時から 

昼食スペースの提供  
12 時から１時までの間、講習室で食事ができます。 

家族、兄弟ごとに交代で食事をしています。 

 

 

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。 

 

 

 

 

お気軽にお声がけください。 

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。子育てのことなど 

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。 

 

※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。     2022-08-09 

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 


