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★各事業申込み等ＴＥＬは 8 時 30 分～です

令和２年度

一輪車クラブ
会員募集

✿申込み受付日時✿3 月 27 日（金）～28 日（土）

9:00～16:00（両日）
＊受付時お子さんの事がわかる方でお願いします
＊電話受付不可
＊3/28（土）の 16：00 に受付終了します

おはなしこんにちは１１：００、１５：３０

✿申込場所✿浜岡中央児童館（児童館会議室）
✿対
象✿市内および市外のお子様（高校新 3 年生まで）
✿入 会 費✿１0,000 円（活動費、講師代、スポーツ安全保険代等）
＊受付時に入会費をお持ちください

✿講

◎

おはなしこんにちは１１：００、１５：３０

◎
図書貸し出し最終日（次回貸出日 4/1～）
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師✿高木 忠将先生〔掛川市在住〕
植田 吉樹先生〔御前崎市在住〕
✿活動場所、活動日✿
場所：浜岡福祉会館西側駐車場（変更する場合あり）
実施日：毎月第２土曜日の午前
（4 月から来年３月までの計１２回）
＊定員 15 人未満の場合は未開催です

令和２年度

ジュニアクラブ
会員募集

✿申込み受付日時✿

3 月 27 日（金）～28 日（土）

9:00～16:00（両日）
＊受付時お子さんの事がわかる方でお願いします
＊電話受付不可
＊3/28（土）の 16：00 に受付終了します

✿申込場所✿浜岡中央児童館（児童館会議室）
✿対
象✿
・高学年部：わくわくクラブ
市内在住の小学新 4 年生～高校新３年生
（御前崎中学校、池新田高校通学生徒につ
いては市外在住でも可）
・低学年部：わんぱくクラブ
市内在住の小学新 1 年生～小学新３年生
✿入 会 費✿２,０００円（活動費等）
＊受付時に入会費をお持ちください

✿活動場所、活動日✿
場所：浜岡福祉会館（変更する場合あり）
実施日：月１回土曜日の午後
（５月から来年３月までの計１１回）
＊高学年部と低学年部の活動は異なる日に行います

「第15回
一輪車技術認定会」
一輪車の技術を認定員に見てもらうチャンスで
す。自分の技術を確認することができます。皆さ
んこの機会にご参加くださいね。
✿日

時✿3月14日（土）8：50 集合・受付

✿会

場✿御前崎市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

（9：00～1１：３0）

✿参加料✿無料
✿認定基準✿日本一輪車協会認定基準及び
静岡県一輪車技術認定基準に基づき実施
✿持ち物✿ヘルメット、上履き（体育館シューズ）、飲み
物、タオル、雑巾（タイヤの汚れ落とし用）
検定票（過去に受けた方）
＊初めての方、検定票をなくした方は検定票を配
布します（７級から受けていただきます）
＊詳細は児童館までお問い合わせください
＊一輪車クラブ会員は全員参加です
✿申込み✿３月７日（土）まで

ハッピーキッズ
✿日時✿３月 10 日（火）９：００～１１：００

★赤ちゃん体操

10：00～

赤ちゃんわらべうた
✿場 所✿児童館会議室
✿内 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

おはなしこんにちは
✿日時✿毎週水、木曜日
１１：００と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、わらべ歌、童謡、読み聞かせ、リズム体操）
・１５：３０～レギュラー版
（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

【みーんなあつまれ】

春のハイキング
ぽかぽか春に御前崎の散策をしませんか？御
前崎の色々な名所や史跡を見てまわれます。地
域の歴史を学ぶにも良い機会です。春休みの楽
しい思い出を作りましょう♪
✿日 時✿３月26日（木）９：00集合13：00解散
✿集合場所✿なぶら館（御前崎市御前崎）
✿持ち物✿飲み物、お弁当、おやつ、おしぼり、ピク
ニックシート、お小遣い（必要な方）等
✿定 員✿ ３０人
✿内 容✿ ふるさと案内人さんと御前崎
史跡巡りの遠足
＊雨天時も実施します
＊小学２年までは保護者同伴でお願いします
＊お迎えの場所もなぶら館です
＊詳細はお問合せください

＊裸っぽではかれたらご褒美シールがはれます

【パラカンコげきじょう】

わくわくジュニアクラブ（第１1 回）
✿日

時✿３月 24 日（火）10：00～
（終了予定 13：00）
✿場 所✿浜岡福祉会館 大広間
✿内 容✿打ち上げランチ会
（お好み焼きづくり、おやつ作り）
✿持ち物✿お好み焼きに入れたいもの
（例えば、ハム、ウインナー、ツナ、コーン
チーズ、ゆでエビ、ちくわ、餅、トマト等）
＊児童館ではお好み焼きの粉、卵、キャベツ、おかか、ソー
ス、マヨネーズを用意します
＊欠席、早退、遅刻の子はご連絡ください

「親子 DE 津波てんでんこ」
東北三陸地方で言い伝えられている言葉である「て
んでんこ」とは、てんでばらばらの意味です。いざと
いう時にあわてないように津波てんでんこ（避難訓
練）を体験しましょう♪御前崎災害支援ネットワーク
の落合美恵子氏をお招きしてお話をしてもらいます。
お昼はみんなで災害食を食べましょう。
✿日 時✿３月 21 日（土）10：00～
✿場 所✿浜岡福祉会館（時間厳守）
✿内 容✿避難訓練（津波版）
✿持ち物✿飲み物
✿申込み✿２月２２日（土）～
✿定 員✿８０名位
＊応募人数によっては早目に締切る場合があります

BOYS クラブ（第 11 回）
✿日 時✿３月 25 日（水）13：30～
✿場 所✿浜岡福祉会館 大広間
✿内 容✿お別れ会（レクリエーション、チョコフォンデュ）
✿持ち物✿飲み物、チョコフォンデュに使いたいもの
（例えば、マシュマロ、果物、ビスケット等）
＊欠席、遅刻、早退の子はご連絡ください

★来館時受付簿に全員（大人も子供も）必ずお名前等の記
入をお願いします（災害時等の人数確認の為）★飲み物を
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、飲み物、
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
http://www.omaezakishakyo.jp

