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安東児童館は「子どもたちが地域で健やかに育つこと」を目指し、社会福祉法人静岡市社会福祉協議会が指定管理者として運営しています 

     ～ 広げよう福祉の輪 つなげよう地域の輪～ 

      社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 

  

事故防止のため、事業開始前に「大雨警報」 「暴風警報」のいずれかが発令されている場合、その事

業を中止します。また、各種警報等が発令されていない場合でも、今後発令が予想される場合は、事

業を中止することがありますので、ご了承ください。 

 
 

2019年 

静岡市安東児童館 

 

 

 月号 

とも こうりゅう 

2日(土) 2:00 ～ 3:00 

友交流 

◆ みんなであそぼう ◆ 

 

【対象】 小学生 ♦ 先着10人くらい ♦ 

【申込】 当日（窓口）9：30～申込受付スタート 

     ●電話での申込、お友達分の申込はできません 

中学生ボランティアが考えてくれた企画であそうぼう！ 

タッチリレーやジャンプリレーで、からだをうごかして 

中学生と一緒に遊ぶよ！ 

9日(土) 2:00 ～ 

安東カルタ部 

◆ 百人一首であそぼう ◆ 

 

【対象】 小学生・中学生・高校生 ♦ 先着10人 ♦ 

【申込】 当日（窓口）9：30～申込受付スタート 

     ●電話での申込、お友達分の申込はできません 

ひゃくにんいっしゅ（百人一首)ってしってる？ 

かるたあそびを、みんでたのしみます。 

はじめての人も先生が教えてくれます。 

9日(土) 10:00 ～ 2:00 

城東交流まつり 

 

【対象】 どなたでも 

【場所】  城東保健福祉エリア３Ｆ 

     〒420－0846 葵区城東町24-1 

じどうかんブースにあそびにきてね。 

「おばけのキラキラペンダント」をもっていきます♪ 

じょうとう こうりゅう 

 

【対象】 小学生・中学生・高校生 ♦先着10人くらい♦ 

【申込】   10/27（日）当日（窓口）9:30～申込受付スタート 

     ● 電話での申込、お友達分の申込はできません 

13日(水) 3:00 ～ 3:30頃 

こども委員会 

◆ みんなの意見をきかせてね  ◆ 

じどうかんがもっと楽しくなるように、みんなではなしあいます。 

※こどもアンケートのまとめを参考にします。 

 

 

10日(日) 1:30 ～ 2:30 

スーパー運動あそび 

◆ ゴールデンアイ ◆ 

 

【対象】小学生 ♦ 先着20人 ♦ 

【申込】10/27(日)9：30～申込受付スタート 

           ● 電話での申込、お友達分の申込はできません 

ボールをつかってからだをうごかそう！ 

先生といっしょにうんどうあそびをしながら、 

動いているものを 「見るチカラ」をつけます！ 

  

16日(土) 10:00 ～ 11:30 

お話玉手箱 

◆ おはなし & 工作 ◆ 

 

【対象】どなたでも   ♦先着20人くらい♦ 

     ● 幼児さんには、保護者のつきそいが必要です。 

【申込】当日（窓口）9：30～申込受付スタート 

    ●電話での申込、お友達分の申込はできません 

おはなしの世界へようこそ！ 

ボランティアのみなさんによるお話＆工作タイム。今月は 

おりがみで「マイ・クリスマスツリー」をつくるよ！ 

はなし   たまてばこ 

23日(土) 2:00 ～ 3:30 

肩たたき券づくり 

◆ 勤労感謝の日のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄにどうぞ   ◆ 

 

日頃(ひごろ)お世話(せわ)になっているひとに、 

感謝(かんしゃ)のきもちをこめてつくろう！ 
 

 

 
【対象】幼児・小学生・中学生・高校生  ♦ 先着20人くらい

♦ 

    ※幼児さんには、保護者のつきそいが必要です。 

【申込】当日（窓口）1：30～申込受付スタート 

    ● 電話での申込、お友達分の申込はできません 

出張児童館 

いいんかい 
うんどう 

けん 



日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

・カレンダーの★マークの日は、ゆうぎ室内でお弁当を食べていくことができます。( 11：45～13：00 ) 

 ゴミは各自お持ち帰りください。 
 
・行事や教室の開催により、部屋や遊具の利用を制限させて頂くことがあります。ご了承ください。 

・駐車場に限りがあります。自転車や公共交通機関での来館にご協力お願いします。  

 ＡＭ はいはいよちよち教室 

 ＡＭ 一輪車教室 

 PM  ｽｰﾊﾟｰ運動遊び 

  AM おはなし玉手箱       

ＰＭ  安東カルタ部 

 AM 安東子育てｻﾛﾝ   

AM ひよこランド 

PM 幼児体操教室 りんご   

  

AM 親子体操  いちご 
※17：00～ゆうぎ室は 
つかえません。(ｻﾛﾝ準備） 

 ＡＭ ひよこランド               

 ＡＭ ひよこランド 

 PM こども委員会 

 ＡＭ 世界のことばで 

    あそぼう！ PM 肩たたき券作り 

  

 ＡＭ ひよこランド  ＡＭ ひよこランド 

みんなで たのしく うんどうあそび  

親子体操教室 

「いちご」 

【日時】：14日(木) 10:00 ~ 11:00 

【申込】：当日9：30～窓口にて受付◆ 先着30組 ◆ 

【対象】：平成28年4月2日～平成29年4月1日生（3歳児） 

 

「ヤマスポーツクラブ」の先生と 

親子で運動あそびを楽しみます。 

幼児体操教室 

「りんご」 

 

【日時】：20日(水) 15:00 ~ 16:00 

【申込】：当日14：30～窓口にて受付 ◆ 先着30組 ◆ 

【対象】：平成25年4月2日～平成27年4月1日生（年中・年長児） 

 

「きのいい羊達」の先生と 

基礎的な運動あそびを楽しみます。 

8日(金) 10:30 ～ 11:30 

はいはいよちよち教室 

ママのストレッチやベビーマッサージを行います。 

 ママも動きやすい服装できてください。 

【対 象】2か月～歩ける前の子とその保護者 ♦ 先着20組 ♦ 

【申 込】当日(窓口)10:00～申込受付スタート 

           ● 電話での申込、お友達分の申込はできません 

【もちもの】①バスタオル(赤ちゃんの下に敷きます) 

      ②水分補給の飲みもの  

【講 師】長谷川和江 

 

  

15日(金) 10:00 ～ 11:30 

安東子育てサロン 
◆  安東地区福祉推進協議会 共催  ◆ 

 【対 象】 未就園児親子 

 【申 込】 当日自由参加 
 

 11月のプログラムは「Aｍｉさんのワンポイントアドバイス」です。 

 Ami助産院の助産師さん とお話をしましょう。 
 

 11月生まれのお友だちは、お誕生日カードをプレゼント。 

 ご希望の方は ９：５０までにきてね♪ 

 ※お誕生日の写真撮影は、プログラム終了後に、受付順で行います。 
 

19日(火) 10:00 ～ 11:00 

世界のことばであそぼう！ 

ヒッポファミリークラブのみなさんといっしょに 

あそびましょう！ 

いろいろな国のことばで 手遊びや歌を楽しんだり、 

赤ちゃんことばの不思議をお話したりしましょう。 

  

【対 象】未就園児親子 

【申 込】当日(窓口)9:30～申込受付スタート 

          ● 電話での申込、お友達分の申込はできません。 

     13(水) 20(水）21(木) 27(水) 28(木) 
  

           

ひよこランド 

 ＰＭ みんなであそぼう 

  
          ゆうぎ室が乳幼児さんルームにかわるよ！ 
     

 【対 象】 未就園児親子 

【申 込】 当日自由参加 
  

  

          

★ １１/２７(水)１０：３０頃からは、静岡中央子育て支援センターから、 

 子ども未来サポーターの先生がきて､手遊びなどの「おたのしみタイム」があります。 
  
※子ども未来サポーターって？…子育てや保育施設の入所などについて相談、 

 情報提供を行っています。 

●電話での申込、お友達分の申込はできません 

           

 10:00 ～ 11:30 
  

           


