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申込・問合先 NTT ０５３７（86）8066
CATV
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★各事業申込み等ＴＥＬは 8 時 30 分～
【パラカンコげきじょう】

ハッピーキッズ９：００
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「さざんかの
おばあちゃんと七夕会」
児童館で七夕会を楽しみましょう♪さざん
か（ふれあいサロン）のおばあちゃんと一緒
にたんざくに願いごとを書いたり、わらべう
たで楽しみましょう。みんなの願いがかなう
といいな♪
✿日 時✿７月１２日（木）１０：００～
✿場 所✿浜岡福祉会館大広間
✿持ち物✿はさみ・のり・マジック
✿申込み✿７月１０日（火）まで
★今回、定員は設けませんが事前申込みが必要です
＊応募人数によっては早目に締切る場合があります

【み～んなあつまれ・わくわくジュニアクラブ】

「じどうかんフリーマーケット」
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

出店希望の方、申し込みお願いします！
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

✿日
✿場

時✿７月２１日（土）９：３０～１１：３０
所✿浜岡福祉会館大広間

◎

✿お

店✿○●遊びにきてね♪○●

◎

・リサイクル品・子ども服・玩具
雑貨等・手作り小物やアクセサリー
・「おじいちゃん、おばあちゃんの
むかしの遊びコーナー」
・
「カロムゲームコーナー」
・
「科学のコーナー」
・「児童館わくわくジュニアクラブコーナー」
（かき氷.ヨーヨー.ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙなど）
☆小銭とエコバックを持ってきてね！

◎

花火教室（自由参加：どなたでも）
◎

第 3 回ＢＯＹＳクラブ「カロム大会」
児童館でも大人気のカロムをクラブのみんなで楽し
もう♪当日はカロムの達人も来るよ！！
✿日 時✿7 月１４日（土）１３：３０～
✿場 所✿浜岡福祉会館 大広間
✿持ち物✿水とう

【み～んなあつまれ・夏休みイベント】

「夏休みニコニコイベント★」

一輪車クラブ（第 4 回目練習

（映画会＆流しそうめんランチ＆ミニ屋台店）

会・ぷるるサマーフェスティバル演技発表）

ニコニコイベントに参加して夏休みの思い出を
児童館でつくりませんか？映画を楽しんだあと
は外で流しそうめんをします。冷たくておいしい
ランチを食べながらみんなで交流しましょう♪
✿日 時✿７月２７日（金）1０：０0～
✿場 所✿浜岡福祉会館屋内外
✿持ち物✿お椀・お箸・水筒・帽子・タオル
そうめん以外で流したいもの
（例：プチトマト・きゅうり・缶詰さくらんぼ等）
✿定 員✿親子３０組（未就園児の参加はご遠慮下さい）
✿申込み✿６月２３日（土）より

✿日

＊定員になりしだい締め切ります。＊ぬれてもよい服装でお越し
ください。＊小学１年生までは保護者同伴でお願いします。
＊当日雨天の場合は、お問合わせください。

【パラカンコげきじょう】

「縁日ごっこ」

あつーい夏休み、みんなで縁日の時のような屋台
店でお買い物ごっこをしましょう♪先生にもら
った無料チケットでたくさんの食べ物やおもち
ゃをゲットして楽しもうね♪
✿日 時✿８月７日（火）10：00～
✿場 所✿浜岡福祉会館大広間集合
✿持ち物✿水筒 等
✿対 象✿未就園児とその保護者

時✿・練習会
７月１４日（土）９：００～（集合８：５５）
・ぷるるサマーフェスティバル
７月２９日（日）時間未定（後日お知らせ）
✿場 所✿・練習会：浜岡福祉会館（玄関横）
・ぷるるサマーフェスティバル：ぷるる
✿持ち物✿水筒・汗ふきタオル・ヘルメット
＊水分補給は各自十分用意してください＊必ず靴を履い
てきましょう＊1 人で乗れない子の保護者の方は付添い
をお願いします＊ぷるるサマーフェスティバル（7/２９
日曜日）の出演者は練習会でステージ練習をします

おはなしこんにちは
★7/25（水）福祉会館玄関前で消防署
職員さんによるお話と実際の花火を使っ
て花火教室があります（スタンプ押印）
✿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・歌・わらべ歌・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＊◎印は午前と午後、○印
は午後のみです＊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！！

（兄弟参加の場合は、幼稚園、保育園児のみ可能です。
）

✿申込み・問合せ✿８月３日（金）まで
★今回定員はありませんが
事前申込みが必要です。
＊応募人数によっては早目に
締切る場合があります。

【み～んなあつまれ】

♡ハッピーキッズ♡
月に１度、児童館の子育て茶話会に来ませんか？
ママ友作りや子育て情報交換の楽しい場です！身
体測定もできます。１０：００～は赤ちゃん体操で
体も心もリフレッシュ♪子育て相談も対応できま
す。ぜひ来て下さいね！
✿日 時✿７月１０日（火）９：００～１１：００
★赤ちゃん体操・わらべうた★
１０：００～行います♪

夏休み人形劇
今年も夏休みの人形劇開催します。お誘いあって
来て下さいね。申込制です。
✿日 時✿8 月 2４日（金）
13：30 開場・14：00 開演
✿場 所✿浜岡福祉会館 大広間 ※入場無料
✿対 象✿３歳以上の幼児,小,中,高校生・大人
（未就学児については、保護者同伴）
✿申込み✿7 月３日（火）から
＊人形劇団ぶんぶくの
「オニは～うち！」「おおかみのおんがえし」です。
＊チケット配布はありません。受付は窓口または電話でお
願いします。必要以上の申込みはご遠慮ください。キャ
ンセルの場合は児童館にご連絡をお願いします。

✿場
✿内

所✿浜岡中央児童館会議室
容✿座談・身体測定・子育て相談（職員対応・秘密厳守）

＊身体測定のみでも OK です お気軽にお越しください
＊裸っぽで測れたらご褒美シールが貼れます

★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
★行事で撮影した写真はじどうかんだより、社協ＨＰ、社
協だより、掲示物等に使用させていただきます
★児童館のメールアドレスが変わりました
jidokan@omaezakishakyo.jp

