
  

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
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桶川市末広２－８－２９　TEL　０４８－７２８－７６３１ 1

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）

すすきの　もりを　そーっと　あるいて
♪チンチロチンチロ　チンチロリン 2 3 4 （7･10相談） 5 6 7 8

すすきをわけて　ねもとの　あたり チーム♡ふろしき

♪チンチロチンチロ　チンチロリン
みーつけた　まつむしだ

9 第２日曜 10 （スポーツの日） 11 12 13 14 15
桶川

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！ 16 17 18 19 20 21 22

”ふれあい遊び”、”読み聞かせ”などをします １０月３日（月）　10:30～ 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… 23 第４日曜 24 25 26 休館日 27 28 29

子育てや家庭のことなど １１月７日（月）　10：30～ おはなし会

どんなことでも相談してください 30 31 児童館の

ハロウィン ハロウィン ハロ ウィン

※(7･10相談)７か月児・１０か月児相談時は、遊戯室で遊べます

人形劇「ドレミの歌」他 小学生 レクゲームを行ないます エンジョ イ タイ ム

１０月２８日（金）１０：３０～ １１月２０日（日）　ごご2：00～ ほっとタイ ム

１１月２５日（金）１０：３０～ ボランティアのおにいさんおねえさんが来ます

1 （7･10相談） 2 3 （文化の日） 4 5
ミニ運動会 ミニ運動会

乳幼児向けの運動会です。 小中高生 小学・中学・高校生を中心に大会を開催します

１１月　４日（金）１０：３０～ １０月　８日（土）　ごご2:00～　将棋大会

１１月　５日（土）１０：３０～ １０月１６日（日）　ごご2:00～　オセロ大会 6 7 8 9 10 11 12

１１月　８日（火）１０：３０～ １１月１２日（土）　ごご2:00～　卓球大会 ベビーキッズヨガ ミニ運動会 卓球大会

※事前の予約が必要です ※当日、時間までに受け付けをしてください

予約申込は、１０月１１日から

13 第２日曜 14 15 16 17 18 19

中学生が児童館で職場体験をします 桶川

児童館のハロウィンを行ないます。 １０月１２日から１４日　桶川東中学校

１０月２９日（土）、３０日（日）、３１日（月） １１月１６日から１８日　桶川中学校
20 21 22 23 （勤労感謝の日） 24 25 26

おはなし会

12時から１時までの間、講習室で食事ができます。 来年度保育所入所希望の方への相談会です

家族、兄弟で食事をしています。 １０月１７日（月）１０：００～１１：３０

※予約制です 27 第４日曜 28 29 30 休館日

児童館のハロウィン
市内中学チャレンジ事業

昼食スペースの提供

ミニ運動会

保育所入所相談会

～　開館時間　～

～午後５時午前９時

水 土木 金

休館日

あそぶ・つくる・であう
１０月のスケジュール

月 火日
桶川市児童館だより 10月･11月

休館日

休館日

おはなし会

エンジョイタイム チーム♡ふろしき

ほっとタイム

休館日

保育所入所

将棋大会

一般の方の利用は

健診のため

中チャレンジ

休館日

木 土金

できません

水

休館日
将棋・オセロ・卓球大会

みんなであそぼう

日

１１月のスケジュール

火月

ベビー・キッズヨガ

東中チャレンジ

相談会

休館日

みんなであそぼう

レクゲーム

☆８月・９月のイベントのようすを裏面に載せてあります。

健診のため

できません

一般の方の利用は



 

 

空手をやってみよう  ７月２２日（金） 

空手の指導者から、いくつかの型を習いました。 

 

柔軟体操をしっかりやっ

てから、いくつか型を習

いました。 

みんな真剣な顔！ 

体をしっかり動かすと気持ちいいね。 

 
（写真：指導者とこどもたち） 

 

こども電気教室  ７月２５日（月） 

電気の安全な使い方をビデオで見たり、レモン電池などをつくったりして、

電気のふしぎを体験しました。 

家から持ってきた野菜や果物が、電池

になった。オルゴールが鳴った、感

動！（レモン・ジャガイモ・キーウ

ィ・大根・ナス・きゅうり・にんじん

…） 
（写真：レモン電池） 

 

みんなであそぼう レクゲーム  ７月３１日（日） 

ボランティアのおにいさん、おねえさんが児童館へ来て、一緒にレクゲー

ムをしました。 

ユースリーダーのおにいさん、おねえさ

んにいろいろなレクゲームを教えてもら

いました。 

みんなで頭を使ったり、体を

動かしたりして楽しく盛り上

がりました！ 

２か月に１回やっています。 
（写真：トムとジェリー） 

茶道体験  ８月９日（火） 

お茶（茶道）の世界を体験しました。 

甘いおまんじゅうを食べた後の抹茶

は少し苦いけど、おいしかった。2 杯目

は自分で茶せんを使ってたて

ました。 

掛け軸やお花のお話も聞きま

した。正座で最後までしっかり

座れてすごい！ 

（写真：茶せんを使って） 

 

 

 

 

 

こども料理教室  ７月２７日（水） ８月５日（木） 

スタッフの指導のもと、こどもだけで料理をしました。 

７月２７日 献立 

①カレーピラフ・フルーツヨ

ーグルト・おやつグミ 

８月５日 献立 

➁ドライカレー・フルーツサラダ・ビー

ルのようなゼリー 

使う野菜の花の写真も見ました。 

みんな“猫の手”でしっかり包丁を使

い、チビッ子料理人！おうちでも作っ

てみたかな？ 

 

絵手紙をつくろう  ８月１９日（金） 

はがきに好きな“絵”と“ことば”で自分の気持ちを描きました。 

先生から「誰に手紙を出

すかを決めてから描きま

しょう。絵は下手でいい、

下手がいい」というお話

がありました。お気に入り

のぬいぐるみやお花や野菜、先生か

ら煮干しも配られ、2 枚、3 枚と次々に

楽しんでいました。 

 

講談（七夕のはなし） ８月２２日（月） 

老人福祉センターへ行って「昔ばなし」などを聞きました。 

初めての講談だった子もいたけど、みんな静かに聞き入っ

ていました。 

 

 

 

～ こどもが、本を読んでいる おとうさんに 聞きました ～ 

 

「どうして 本を読んでいるの？」 

「おばあちゃんが 読んでいたから」 

「おばあちゃんは どうして 本を読んでいたの？」 

「わからないけど おばあちゃんは 読んで 

いたな…」 

「わたし おばあちゃんみたいに なりたい」 

 

「こどもは親の後姿を見て学んで行く」って言

うけど、おばあちゃんを信じるって、こういうこ

と なんだろうな。 

 

＜１２月予定のイベント＞ 

クリスマス・コンサート （予約制、全年齢） 

１２月１８日（日） ごご１：００～ごご１：３０頃 

女性合唱団によるミニコンサートを行います。 

ビンゴ大会 in じどうかん （予約なし、全年齢） 

１２月１８日（日） ごご１：４５～ 

コンサートの後、ビンゴ大会を行います。 

児童館のクリスマス会 （予約制、乳幼児向け） 

１２月２３日（金） １０：３０～１１：００  

人形劇「クリスマスツリー」などを観ます。そのあと、サン

タさんがくるかも？ 

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。 

 

誕生カード 
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。 

 

 

 

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。      

2022-10-11 

夏 こんなことがありました 

（写真：８月５日の料理） 

 

（写真：参加者の作品） 


