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「親子 DE アスレチック」
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【パラカンコげきじょう】
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18

浜岡中央児童館

★各事業申込み等ＴＥＬは 8 時 30 分～です

児童館新年開館初日
４

使用不可

№４１２

寒い冬！こそ、親子で身体を動かしリフレッシュし
てみませんか？子どもたちは、楽しい遊具にノリノ
リ♪ママもお子さんと体を動かしリフレッシュ♪
正月太りも解消のチャンス！
近隣市で大活躍のエアロビック連盟の木村憂子先
生（講師）と一緒に楽しんじゃおう！！ぜひぜひ、
ご参加くださいね♪0 歳の赤ちゃん～参加 OK で
す。みんな、来てね♪
✿日 時✿１月 1９日（金）１０：0０～
✿場 所✿浜岡福祉会館 大広間
♪
✿持ち物✿飲み物（水筒等）
★動きやすい服装でお越しください♪
✿定 員✿親子３０組
＊定員になり次第締め切り致します

ハッピーキッズ
✿日時✿１月９日（火）９：００～１１：００

おはなしこんにちは１１：００．１５：３０
おはなしこんにちは１１：００．１５：３０

◎
◎

★赤ちゃん体操 10：00～

✿場
✿内

所✿児童館会議室
容✿身体測定・子育て相談（秘密厳守）

＊身体測定のみでも OK！お気軽にお越しください
＊裸っぽではかれたらご褒美シールがはれるよ！！
＊コーヒー等のフリードリンクコーナー（飲み放題）あり

じどうかんだより発行
親子ＤＥアスレチック 10：00
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子育てハッピー講演会 14：00
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おはなしこんにちは
✿日時✿毎週水・木曜日１１：００・１５：３０の２回
✿場所✿浜岡中央児童館図書室
✿内容✿・１１：００～ワイド版
（手遊び・歌・読み聞かせ・わらべうた・リズム体操）

・１５：３０～レギュラー版
（手遊び・読み聞かせ）

＊お話カードにスタンプを押します
＊◎印は午前、午後行います
＊行事がある場合午後のみとなります
予定表の『おはなしこんにちは』の欄
を確認して お越しください

みんな来てね！
おはなしこんにちは１１：００．１５：３０
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（今月の何の日？）

◎

文 化 財 防 火 デ ー」

１９４９（昭和２４）年のこの日、奈良法隆寺金堂壁画が漏電火災により焼失しました。これが日本最古の壁画だったため、
文化財を火災や震災から守ろうという機運が高まり、１９５５（昭和３０）年に文化庁と消防庁が文化財愛護思想の普及高
揚を目的に制定しました
☆防火に関する絵本：しょうぼうじどうしゃじぷた(こどものとも絵本)

①はつゆめ
②おもち
③かどまつ
④はつもうで
⑤ふくわらい

「豆まき会」

【パラカンコ
げきじょう】

「♪おには外、ふくは内。♪♪」みんなで心の中
の悪い鬼を退治しましょう！！
✿日

時✿ ２月２日（金）10：00～

✿場

所✿ 浜岡福祉会館大広間

✿持ち物✿ お菓子を入れるスーパーの袋・個包
装したお菓子１袋（１００円前後）
〈例：あめ・ぱりんこ・一口チョコな
ど１つ１つ包装してあるもの〉
＊児童館でもお菓子を用意しますが、皆さんにたくさ
ん拾っていただく為お願いします

✿定

員✿ 親子約７０組

✿申込み✿

1月９日（火）～

＊定員になり次第締め切り致します

★大勢の方に参加して頂きたいので「ぴよぴよ」
「にこにこランド」
「児童館」のいずれか１ヶ所
に参加をして下さい

わくわく小学生クラブ

【み～んなあつまれ】★子育てを楽しもう★
第7回

Fun Parenting

子育てハッピー講演会
（講演会後はお楽しみ大人の豆まき会）
演題：
「子ども達とのより良い関わりのために」
講

師：栗 林

ひとし

均

いちようかい

氏（一羊会

理事長）

御前崎市在住の栗林均さんから、ご自身の現場での
経験や子育てをもとに、より良い親子関係のつくり
方や地域の子育て支援についてアドバイスをいた
だきたいと思います。どなたでも大歓迎、皆さん、
お誘い合わせて来てくださいね♪
お話のあとは、大人だけの豆まき会でたくさんのお
菓子をゲットしてくださいね♡
✿日時✿1月2７日（土）
開場・受付１３：30～・開会1４：00～
終了予定１５：４０
講演会終了後豆まきを行いますので袋をご持参く
ださい
✿会場✿浜岡福祉会館大広間（池新田1359-1）
＊入場無料です！詳細は児童館までお願いします
＊託児の必要な方は申込時にご相談ください

○●○第８回目○●○
✿日 時✿1 月 4 日（木）１３：３０～
✿場 所✿浜岡福祉会館 大広間
✿内 容✿新年の会（かるた等の正月遊びとパン作り）
✿持ち物✿シェアできるお菓子一袋（せんべい・ポッキ
ー等）・エプロン・三角巾・布巾・タッパー

●○●第９回目●○●
✿日 時✿1 月 20 日（土）１３：３０～
✿場 所✿浜岡福祉会館 会議室
✿内 容✿カロム大会
✿持ち物✿特になし（飲み物の欲しい子は各自用意）
＊1/4（木）・1/20（土）欠席の子は連絡ください

≪遊戯室・図書室閉館について≫

厚生労働省委託事業

子ども食堂（ランチバイキング）
「今日のごはんは 1 人でコンビニのお弁当」
・・・
そんな日に子どもが気軽に入れて、みんなとワイワ
イごはんが食べられる場所が子ども食堂です＾0＾
1 人だけでも家族や友達と一緒でもＯＫ！
手作りのご飯を食べに来てね♡
✿日時✿1月6日（土） 受付１１：０0～
開場１１：３0～ 終了予定１４：００
✿会場✿浜岡福祉会館大広間（池新田1359-1）
✿対象✿御前崎市在住の幼児から高校生（0～18
才の児童）・保護者（パパ、ママ、おじい
ちゃん、おばあちゃん等 どなたでも）

先着１００名まで（当日に整理券配布）

年末・年始に伴い、児童館遊戯室、図書室を12月2８
日（木）～1月３日（水）の間、閉館させていただき
ます。なお、年始は１月４日（木）から開館となりま
すが図書の貸し出しについては、1月５日（金）から
行います
返却日が変わりますので図書室の
お知らせを見て返却をお願いします

＊食事代を含む参加費は子ども～大人まで全員無料です！
＊トイレが込み合いますので事前にトイレと手洗いを済ませて
からご入場ください
＊予約制ではありません 当日11：00～整理券配布します

★児童館に来たら受付簿に全員（大人も子供も）必ずお名前等記入
をお願いします（災害時等の人数確認の為）
★水筒（お茶等）を飲める場所を設けてあります
★ハンカチ・ティッシュを持ってきましょう
★インフルエンザ等予防のため、水筒（お茶）手拭きタオルの持参
をお願いします 咳が出る方はマスクの着用をお願いします
★じどうかんだよりはインターネットでも検索できます
http:// www.omaezakishakyo.jp

1. 1 ねんに たった 1 かいだけ みることの できる
ゆめは？
2. おこって いないのに プーッと ふくれるものは？
3. おしょうがつになると たけや まつを あたまにさして い
えのまえに たっているのは？
4. おしょうがつに うしが はじめて 「モー」と ないて い
くのは？
5. めや はなや くちが ばらばらなのに しあわせだという
あそびは？

？なぞなぞコーナー？
頭のたいそうをしてみよう（お正月編）

