
　

静岡市駿河区小鹿2丁目２６－１ 
TEL・FAX   054 - 281 - 4718 

● 豊田児童館は、「子ども達が地域で健やかに育つこと」を目指し、 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。 ● 

●  児童館は、０歳から１８歳未満の子どもたちを対象にした施設です。「あそび」を通していろいろな体験ができ、子どもたちがいつでも自由に利用できます。 ● 

★ 『ワンツークラブ』さんによる子育て応援カフェ！ 
≪申込み≫ 2月12日(水)～19日(水)  10:00～ 

                  ※事務室に直接お申込みをお願いします。 

≪定 員≫ 先着30名 

      参加される方は、当日子ども服や絵本など 

      3点以上の商品をお持ちください。 

≪子ども用品のご提供のみの受付もしています≫ 

 ＊お持ちになる際は、事前に児童館へご連絡ください。 

 ＊受付は、2月1日(土)10 : 00～19日(水)です。 

    ※10点を超える場合はご相談ください。 

 

★ 『茶道クラブ』のお友だちがお点前をします！ 

  おいしいお茶とお菓子でホッとひと息していきませんか♪ 

  ≪対 象≫ お座りのできる子ならどなたでも 

 ≪申込み≫ 当日先着20名 

★ 『おはなしクラブ』のお友だちと「おはなしろうそく』の 

  皆さんによるよみきかせ会です♪ 

 ≪対 象≫ どなたでも 

  ≪申込み≫ 当日先着20名 

★ いろんなボードゲームをおぼえて、遊びをふやそう♪  

   今回は、『ＫＬＡＣＫ！（クラック！）』。 

   サイコロの目にすばやく反応して、マグネットディスクを 

     たくさんゲットしよう！ 
 ≪対 象≫ 小学生以上 

 ≪申込み≫ 当日先着20名 

★  おうちで簡単パン作り♪ 

    レクチャーを受けてサンドイッチをつくりましょう♪ 
≪講 師≫ 中山 ひとみ 先生 

≪対 象≫ 0歳～３歳児親子 

≪申込み≫ 事前申込み 先着１0組程度 

      2月13日（木）～27日（木） 

     ※児童館にご来館の上お申込み下さい。 

≪注 意≫ アレルギーのある方は事前にお知らせ下さい。 

ふくまめ      まよ               おに 
    ★ オニはそと！フクはうち！節分ってなんだろう? 

     福豆・魔除け作り、鬼ごっこをしながら節分を楽しもう♪  

                      ≪対 象≫ 小学生     ≪申込み≫ 当日先着30名 

せつぶん 

★ ゆうぎ室いっぱいのつみ木であそぼう♪ 

   いい木のかおりやおと、ぬくもりを感じながら、 

   自然環境のことについても考えてみよう。 
  ≪講 師≫ 公益財団法人オイスカ静岡県支部 

  ≪対 象≫ 幼児～中学生 

  ≪申込み≫ 当日先着30名 ★  親になることについて、話し合いませんか？ 
≪対 象≫ 妊娠16週以降の方で、パートナーと一緒に 

                  参加できる方。初産・経産は問いません。 

      上のお子様も連れて参加できます。 

≪場 所≫ 豊田児童館  ≪持ち物≫ 母子手帳 

≪申込み≫ 受付:１月９日（木）10:00～  先着10組 

      （電話申し込み可、上記の電話番号まで） 

  ※お申込みの際に、以下のことをお知らせください。 

   ①お名前 ②パートナーのお名前 ③ご住所・電話番号 

   ④出産予定日（何人目のお子様か） 

≪主 催≫ ＮＰＯ法人 place of peace・豊田児童館 

≪進 行≫ 助産師 勝山あゆみ・ＮＰＮＣファシリテーター 天野洋子 

≪その他≫ 詳しくは、児童館に置いてありますチラシを 

      ご覧ください。 

 一輪車教室    23日 (日)    10:00 ～11:00  
スイスイくん・はじめちゃん 

 おはなしクラブ    １日 (土)      10:30 ～11:30 

 茶道クラブ             22日 (土)      10:00 ～11:00 

教室・クラブ活動  

 手編みアート教室 15日（土） 
              ごご２:００～４:００ 
★ 今月は、『ひなにんぎょう』をつくるよ！ 
        ≪対 象≫  小学生 

        ≪申込み≫  事前申込１月11日(土)～2月14日(金)まで。 

              ※電話でく、事務室に申し込みに来てね。 
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お車で来館される皆様へ 
駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関などのご利用をお願いします。また、周辺施設への無断駐車はご遠慮ください。 

事故防止のため、事業開始時刻前に「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には、事業を中止することがありますので、ご了承ください。 

★にしとよ 子育てトークの会 

2月はお休みです。 

2 

月 

    ※10点を超える場合はご相談ください。 

 

下記の日程は、行事で使用するため遊べないお部屋があります。ご了承ください。 

●【 図書室 】午前／1日(土)、※９日(日)、午後／15日(土)   ●【 幼児室 】午前／22日(土) 

●【 遊戯室 】午前／2日(日)、４日(火)、８日(土) 、※９日(日)、13日(木)、20日(木)、27日(木)、28日(金)、午後／29日(土)     

●【 児童遊園 】 午前／23日(日)   ※９日(日)につきましては、図書室・遊戯室どちらか一方は利用できます。 

おひさまランチタイム 
行事終了後から13：30まで、ゆうぎ室でお昼ご飯を食べる 

ことができます。 親子で楽しいランチタイムをどうぞ♪ 

おもちゃであそぼう 
ゆうぎ室に、乳幼児向けのボールプールや、すべり台等の 

おもちゃを出しています。学生の下校時間まで遊べます。 

26 27 28 29 

★ 歯科衛生士さんのおはなし♪ 

  ≪対 象≫ ０・１歳児親子 

  ≪申込み≫ 当日先着30組 
♡身体測定をご希望の方は、10:20頃までにお越しください♡ 

★  親子でリズム遊びを楽しみましょう♪ 
≪講 師≫ 竹田保枝先生・大川朋子先生 

≪対 象≫ １歳半～未就園児親子 

≪申込み≫ 各回当日先着２５組 
★  楽しく元気に体をうごかしましょう♪ 
≪講 師≫ 『きのいい羊達』ゴール先生 

≪対 象≫ １歳半～未就園児親子 

≪申込み≫ 各回当日先着２５組 

★  パパと一緒に楽しく元気に体をうごかしましょう♪ 
 ≪講 師≫  内川 麻衣子 先生 

 ≪対 象≫ 歩ける子～未就園児親子 

 ≪申込み≫ 当日先着２0組 

★  リズムに合わせて親子でダンスを楽しみましょう♪ 

   先生がダンスで身体を動かす楽しさを、わかりやすく 

   教えてくれますよ！ 
     ≪講 師≫ 内川 麻衣子 先生 

     ≪対 象≫ 年中・年長児親子 

     ≪申込み≫ 事前申込み 先着１0組 

  1月21日（火）～   ※事務室に直接お申込み下さい。 


