
　

　　　 　

　　　　　

茶道クラブ 10月より開始予定

体験教室9:30～10:00
はじめちゃん・スイスイくん

10:00～11:00

       小学生の 教室・クラブ活動

一輪車教室
はじめちゃん・スイスイくん

27日(日)

おはなしクラブ 5日(土) 10:00～10:30

こども
ボランティアクラブ 6日(日) 10:00～11:00

とよだじどうかん おたより

● 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。 ●

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

<じどうかん利用のやくそく>
●体温をはかってきてね。おうちではかってこなかった人は、必ず児童館ではかってから館内に入ります。大人の方もお願い

します。熱や風邪のような症状がある時は、おうちでお休みしよう。

●マスクをしよう。（２歳未満は不要） ●ハンカチとのみものを持ってこよう。

●おうちの方の電話番号を書けるようにしてきてね。

＊お子さまがご自宅やおうちの方の電話番号を書くことができるよう、おうちの方にもご協力をお願いします！

●【あそぶ時間】①9じ～11じ②12じ～ごご2じ ③ごご3じ～5じ【消毒の時間】消①11じ～12じ 消②ごご2じ～ごご3じ 消③ごご5じ～

●12じ～ごご1じは、じむ室からのかしだしをお休みします。キラキラペンダントやぬりえなどもお休みです。

日頃ご利用いただき誠にありがとうございます。状況によ

り、事業の中止や変更をする場合があります。その際は随

時お知らせいたしますので、ホームページや館内掲示をご

覧いただくか、児童館にお問い合わせください。ご理解と

ご協力の程お願いいたします。

★8月26日(水)～9月3日(木)、実習生のお姉さんが

やってきます。一緒にたくさんあそぼう！

お姉さんとあそぼう
小学生対象 8月30日（日）①ごご3：00～

②ごご4：00～

乳幼児対象 9月2日（水） ①10：00～

②10：30～
≪申込み≫ 当日自由参加 先着10名程度

実習生がお楽しみを考えてくれます！

内容はポスターなどでお知らせします。

敬老の日プレゼント作り
①紙ぞめ…5日(土)・12日(土)

ごご3：00～4：00
和紙を好きなもようにそめよう！

②小物入れ作り…6日(日)・13日(日)

ごご3：00～4：00
そめた和紙をつかって小物入れを作ろう！

≪対 象≫ 小学生以上
≪申込み≫ 事前申込み 8月25日(火)～9月4日(金)

以下の3コースから1つと、

参加する日を選んでください。

①だけ参加・・・先着5名

②だけ参加・・・先着5名

①②両方とも参加・・・先着5名

リ・ユース・カフェ
17日（木）10:00～11:00

★子育てサークル ワン・ツー・クラブさんによる

リ・ユース・カフェ
≪申込み≫ 事前申込み 9月8日(火)～16日(水)

※新型コロナウイルス感染防止のため、新たにルールを

設けます。詳しくは申込み時にお知らせします。

≪定 員≫ 先着15名

※参加される方は、子ども服や絵本など3点以上の商品

をお持ちください。申込み時でも当日でも構いません。

※ご提供のみの受付はしばらくの間お休みさせていた

だきます。再開については改めておたよりやHP等で

お知らせします。

おはなし会
5日（土）10:40～11:00

★「おはなしろうそく」の皆さんによる読み聞かせ会です♪
≪対 象≫ どなたでも

≪申込み≫ 当日自由参加 先着15名

＜事業参加のお申込みについて＞
「事前申込み」と記載のあるものについて、直接ご来館いただ

くか、お電話でも受付けます。事業ごとに受付期間が異なりま

すのでご注意ください。特に記載がない場合、受付時間は

10:00～午後5:00とさせていただきます。

乳幼児さんへ

お誕生日カードをプレゼント！！

8月26日(水)～28日(金)・9月1日(火)～4日(金)

10：00～11：00 当日先着5名
★しばらくお誕生会ができず、ご迷惑をおかけしました。

2020年3月から9月にお誕生日を迎えるお子さんを対象に、

お誕生日カードをプレゼントします！

ご希望の方は事務室にお声がけください。
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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。

タッチケア体験＆ママのストレッチ

3日（木）10:00～11:00
★心と体のふれあいで親子のきずなを深めましょう。

お母さんのストレッチもありますよ！
≪講 師≫ 杉山 あらた先生

≪対 象≫ 0歳～未就園児親子 先着10組

≪申込み≫ 事前申込み 8月18日(火)～9月2日(水)

静岡市ファミリー・サポートセンター

出張登録会のお知らせ
3日（木）9:30～10:30

★登録したいけどなかなかファミサポまで行くのは難しい…

そんな方のための出張登録会を開催します！
≪持ち物≫ 会員となる保護者の写真、身分証明書、印鑑

≪申込み≫ 当日自由参加

※詳しくは児童館HPをご覧ください。

ファミリーサロン
12日（土）10:00～11:00

★ご家族みんなで楽しいふれあいあそび♪
≪講 師≫ 遊び子育て研究協会 大川 美佐子先生

≪対 象≫ 0歳～未就園児とその保護者 先着10組

お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも大歓迎！

≪申込み≫ 事前申込み 9月1日(火)～11日(金)小鹿こども園・ゆりかご保育園・児童館 共催

おしゃべりサロンちびっこ運動会
25日（金）10:30～11:00 ※雨天中止
★ミニ運動会を元気に楽しみましょう！

≪対 象≫ 歩ける子～未就園児親子 先着30組

≪場 所≫ 児童遊園

≪申込み≫ 事前申込み 9月1日(火)～4日(金)

10:00～12:00の間、小鹿こども園（285-4538）へ

お電話ください。お子さまの氏名、年齢をお伝えください。

※新型コロナウイルスの流行により中止する場合があります。中止の場合

は開催一週間前(18日(金))に小鹿こども園・児童館HPにてお知らせします。

体操1・2・3
10日（木） ①10:00～10:25

②10:30～10:55
★楽しく元気に体を動かしましょう！

≪講 師≫ きのいい羊達

≪対 象≫ 歩ける子～未就園児親子 各コース先着10組

≪申込み≫ 事前申込み 8月25日(火)～9月9日(水)

再開します！

にしとよ子育てトークの会
8日（火）10:00～11:30

★親子で遊んでおしゃべりして、友だちの輪を拡げよう！

≪場 所≫ 軍神社 曲金会館

≪対 象≫ 0歳～3歳児親子、妊婦さんもどうぞ

≪申込み≫ 当日自由参加

※詳しくは児童館HPをご覧ください。

【あそぶ時間】

①9じ～11じ ②12じ～ごご2じ ③ごご3じ～5じ

※12じ～ごご1じは、じむ室からのかしだしをお休みします。

【消毒(しょうどく)の時間】

消①11じ～12じ 消②ごご2じ～3じ 消③ごご5じ～


