
  

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1２月　第367号

桶川市末広２－８－２９　TEL　０４８－７２８－７６３１ 1 2 3

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）

”てぶくろ”を　わすれた 4 5 6 （7･10相談） 7 8 9 10

ゆびさきが　カチカチ チーム♡ふろしき

せなかから　「おはよう」
きみのこえがした
ぼくのては　”ほわーん”って　あたたかくなった 11 第２日曜 12 13 14 15 16 17

けん玉であそぼう

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！（裏面参照） 18 19 20 21 休館日 22 23 24

”ふれあい遊び”、”読み聞かせ”などをします １２月　５日（月）　10:30～ オセロ大会

　１月１７日（火）　10:30～ コンサート 児童館の 児童館の

全年齢 木曜日と土曜日　10:00～11:30 乳幼児 25 第４日曜 26 27 28 29 年末休み 30 年末休み 31 年末休み

子育てや家庭のことなど こどもと一緒に”ふれあい”ながら…

どんなことでも相談してください （次回）２月６日（月）　10：30～

※(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「クリスマスツリー」他 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

１２月２２日（木）・２３日（金）　10:30～ １月１５日（日）　ごご2：00～ ほっとタイ ム

　１月２７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 元日 2 年始休み 3 年始休み 4 5 6 7

初心者向け講座です。（裏面参照） 小中高生 小学・中学・高校生を中心に大会を開催します

１２月１０日（土）ごご2:00～　将棋大会

１２月２４日（土）ごご2:00～　オセロ大会 8 第２日曜 9 成人の日 10 （7･10相談） 11 12 13 14 合同

女性合唱団のコンサート（裏面参照） 　１月１４日（土）ごご2:00～　合同卓球大会 卓球大会

・老人福祉センターと一緒に卓球大会を行います

※大会への参加は、開始時間まで児童館の受付で

誰でも参加できます。（裏面参照） 行なっています 15 16 17 18 19 20 21
チーム♡ふろしき

＜老セとの合同事業＞

いずみの学園の子どもたちが児童館へ おもちをついて、おもちをたべよう。（裏面参照）

あそびにきます。（裏面参照） 22 第４日曜 23 24 25 休館日 26 27 28

おはなし会

＜老セとの合同事業＞

来館者におしるこを振る舞います。
12時から１時までの間、 １月１１日（水）10:00～ 29 30 31

講習室で食事ができます。 おもち つき

家族、兄弟で食事をしています。

※(7･10相談)７か月児・１０か月児相談時は、遊戯室で遊べます
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チーム♡ふろしき １月は獅子舞



 

 

＜１２月・１月 予約が必要なイベント＞ 

けんだまであそぼう
（予約制、対象：小学生以上 定員２０名程度） 

けんだまの達人が児童館へ来て、技を見せてくれ

たり、教えてくれたりします。検定も行います。 

１２月１７日（土） ごご２：００～ごご３：００頃  

申し込み開始日 １２月１日（木）から 

クリスマス・ミニコンサート 
（予約制、対象：全年齢 定員３０組程度） 

＜老人福祉センターとの合同事業＞ 

女性合唱団アンサンブルシャリオによるミニコンサ

ートを行います。 

１２月１８日（日） ごご１：３０～ごご２：００頃  
申し込み開始日 １２月５日（月）から 

児童館のクリスマス会 （おはなし会） 

（予約制、対象：未就学児 定員３０組程度）  

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？ 

１２月２２日（木）、２３日（金） １０：３０～１１：００頃 

申し込み開始日 １２月８日（木）から 

みんなであそぼう レクゲーム  
（予約制、小学生以上） 

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、一緒にレクゲーム（レクリエーション

ゲーム）であそびます。 

２か月に１回やっています。 

１月１５日（日） ごご２：００～ごご３：００頃 

申し込み受付中  定員２０名 

 

 

 

おもちつき （予約制、対象：全年齢）  

＜老人福祉センターとの合同事業＞ 

みんなでおもちをついて、できたておもちをた

べよう。もちつきは、地域福祉活動センター

の中庭（屋外）で行います。 

１月２９日（日） １１：００～１２：００頃   

申し込み開始日 １２月２０日（火）から 

＜予約の必要ないイベント＞ 

ビンゴ大会 in じどうかん （参加自由） 

＜老人福祉センターとの合同事業＞ 

クリスマス・ミニコンサートの後、ビンゴ大会を行い

ます。誰でも自由に参加できます。 

１２月１８日（日） ごご２：１５頃～ 

いずみの学園との交流会  
（参加自由、対象：未就学児） 

児童発達支援センターいずみの学園の子ども

たちが児童館へあそびにきます。みんなでいっ

しょにあそびましょう。 

１月２６日（木） １０：１５～１１：００頃 

  

チーム♡ふろしき 獅子舞  
（参加自由、対象：未就学児） 

チーム♡ふろしきが、お正月に合せて「獅子舞」

を披露します。 

他にも楽しい企画を用意しています。 

１月１７日（火） １０：３０～１１：００頃 

 

 

 

 

「あたたかい言葉」 

あたたかい言葉を知っていても、 

恥ずかしかったり、不安だったりして、 

言えないことがあります。 

そんな時でも、あたたかい言葉に囲まれて 

育った人は、何の躊躇もなく素直にあたた 

かい言葉をかけられるようになります。 

こどもは親の鏡です。鏡は先に笑いません。 

親が先に笑うと鏡も笑います。鏡にあたたかい 

言葉をかけてあげると、鏡からあたたかい言葉が 

返ってきます。５年先になるか１０年先になるか 

わかりませんが、あたたかい言葉が返ってきます。 

いつも笑って過ごせますように。 

 

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。      

2022-12-01-1 

冬 クリスマスとお正月  


