
　

　　　 　

　　　　　

【　一輪車教室の年間予定　】 4/25、5/23、6/27、7/25、8月(休)、9/26、10/24、11/28、12/12、1/30、2/27、3月(休)

茶道クラブ
お点前を通して、あいさつやひとの気持ち

などを大切にできるようになろう。
初回と当番の日は保護者同伴でお願いします。

＜新規・継続＞
4／1(木)～８(木)

小3～５年生（日）　　4/25、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12、10/3、11/14、12/5、1/23、2/27、3/13

小学６年生～
中学生

小学３年生～
５年生

小6～中学生（土）　　4/24、5/8、6/12、7/10、8/7、9/11、10/2、11/13、12/4、1/22、2/26、3/12

初回４／24(土)
９:45～10:45（当番9:30）

初回４／25(日)
9:45～10:45（当番9:30）

５名

５名

【　茶道クラブの年間予定　】

　新規加入・継続する子は、申込み期間内に申込書を豊田児童館事務室に提出しに来てね。※　活動日程は、都合により変更になる場合があります。

クラブ名 対象 開催日時 定員 内容 申込み期間

一輪車教室
はじめちゃん

初心者・年長～ 10名
1人で乗れるようになる事を目標にします。一輪車
持参、保護者同伴でお願いします。体験教室に参
加する際は児童館の一輪車をご利用になれます。

＜継続する場合＞
4／１(木)～８(木)

＜新規加入する場合＞
４／25(日)～5／９(日)一輪車教室

スイスイくん
１人で乗れる子

はじめちゃん卒業生
10名

楽しみながらレベルアップを目指します。
一輪車持参、保護者同伴でお願いします。

初回４／25(日)
10:00～11:00

小学３年生～
18歳

初回５／2(日)10:00～11:00
２回目以降は、自分で

「やりたい！」と思ったその時に！
10名

みんなの役に立ちたいという気持ちを持って、
児童館の行事のお手伝いや、自分たちで考えた

企画を一緒に実現しましょう。

＜新規・継続＞
4／1(木)～８(木)

【　こどもボランティアクラブの年間予定　】 初回にメンバーで話し合って決めます。他、イベントに合わせて参加していただきたいと思います。

申込書を切り取って、児童館に持ってきてください。（個人情報は関係法令等を遵守し、適正に取り扱います。）

　―　―　―　―　―　✂　―　―　―　―　✂　―　―　―　―　キリトリ　―　―　―　―　✂　―　―　―　―　✂　―　―　―　―　―

おはなしクラブ 小学生以上
初回5／15(土)
10:00～11:00

10名
本や紙芝居などの読み聞かせの基本を学び、

おはなし会や児童館の行事で活躍しましょう。
＜新規・継続＞

4／1(木)～８(木)

【　おはなしクラブの年間予定　】 4月(休)、5/15、6/26、7/31、8月(未定)、9/25、10/23、11/27、12/18、1/22、2/19、3/19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込書　　※当てはまるものに○をつけてください。

【　一輪車はじめちゃん　/　一輪車スイスイくん　/　茶道クラブ（土）　/　茶道クラブ（日）　/　おはなしクラブ　/　こどもボランティアクラブ　】

ふりがな
学年

　・　年長

氏名 　・（　　　　　　　　　）小学校　（　　　　）年生　　

電話番号

住所 〒　　　　　-　　　　　　　静岡市（　葵　／　駿河　／　清水　）区

　　　-　　　　　　ｰ　　　　 保護者氏名

こどもボランティア
クラブ

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 

おはなし会 
３（土） １０:３０～１１:００ 
★えほんをたのしもう♪ 

  おはなしクラブ生のよみきかせもあるよ☆ 

≪講 師≫ ボランティアサークル『おはなしろうそく』 

≪対 象≫ どなたでも・先着15名 

とよっこデー 
２３（金） ごご３:３０～４:３０ 

★プラバン工作をしよう!! 

 ≪対 象≫ 小学生以上・先着20名 

タイムカプセルあけたよ～!!  
 20年前に児童遊園にうめたタイムカプセルを開封しました！ 

中にはたくさんのお手紙が入っていたよ。 

お手紙をお返しする方法や期間など、くわしくは 

児童館だより5月号にのせます。かくにんしてくださいね。 

絵本をあつめています 
 ５月の「絵本のリユース」会を開催するための 

絵本をあつめています。おうちにねむっている本が 

ありましたら、ぜひじどうかんにおゆずりください♪ 

入学おめでとう 
１０（土） ごぜん１０:００～１１:００ 
★新１年生のみんな、入学おめでとう！ 

いっしょにあそんでお祝いしよう♪ 

事前 

申込 
おためし       一輪車教室 
２５（日） ９:３０～１０:００ 
★毎月行っている一輪車教室を体験できるよ♪ 

≪講 師≫ 川﨑勝年 先生 

≪対 象≫ どなたでも・先着10名 
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事業名 日 対象 定員 受付期間

おはなし会

入学おめでとう休館日

どれみリトミック休館日 リ・ユース・カフェ

※ 行事で使っているお部屋はあそべないよ。

3

10

金
2

としょ室 児童遊園 児童館以外のばしょ

17

０・１フレンド 20 0・1歳児親子 10組
４/14(水)～

17(土)

リ・ユース・
カフェ(参加) 15

ファミリー
サロン 24

未就学児と
保護者 20名

４/16(金)～
23(金)

体操１・２・３ 22
歩ける子～

未就園児親子 10組
４/16(金)～

21(水)

14
１歳半～

未就園児親子 10組
４/７(水)～

１３(火)

子育て中の
保護者 15組

４/７(水)～
14(水)

リ・ユース・
カフェ(持込)

どなたでも
４/７(水)～

11(日)

休館日休館日 0・1フレンド 体操１・２・３ とよっこデー ファミリーサロン

入学おめでとう 10 新小学１年生親子
(子どものみでも可) 10組 ４/１(木)～ ９(金)

どれみ
リトミック

23

11

18

9

25 26 27 28 29 30
休館日 休館日一輪車教室

茶道クラブ

茶道クラブ21

日 月 火

22

木

6

水

14

24

7

＊お休み中＊
「おもちゃであそぼう」
「おひさまカフェ」

＊お休み中＊「にしとよ子育てトークの会」
再開時はHP等でお知らせします。

16

４月

1512 13

土

20

4 5

1

8

振替休日

19

昭和の日

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。 

もちもの    ● マスク ● のみもの ● ハンカチ 

        ●電話番号をおぼえてきてね 

 

あそびにきたら   ① 手あらい・消毒しよう。 シュッ 

        ② ねつをはかろう。 ピッ 

        ③ 受付票をかこう。 

        ④ あそぼう！ 

   ※12:00～ごご1:00は、おやすみのあそびがあるよ。 

 

あそべるじかん   ● ９：00 ～ 11：00 

        ● 12：00 ～ ごご２：00 

        ● ごご３：00 ～ ５：00 

   ※11:00～・ごご2:00～は消毒をするので 

    あそべないよ。ちょっとまっててね。 

          

やくそく   ◆ ねつや風邪のような症状があるときは、 

        おうちでおやすみしよう。 

     ◆ ゴミはもちかえってね。 

０・１フレンド 
２０（火） １０:００～１１:００ 
★ 「シュルシュルボックス」をつくりましょう♪ 

☆子ども未来サポーターさんとお話できます！ 

 

◆        もできますよ◆ 

身体の下敷き用にタオルをお持ちください。 

事業のお申込みについて 

事前 

申込 

事前 

申込 

事前 

申込 

     【リ・ユース品持ち込みについて】 
        ＊以下をご確認のうえ、お持ち込みください＊  

   ■受付期間内に必ずお電話ください。 

   ■一家族10点。内容によって変わることがあります。 

   ■衣類は春夏物。 

   ■品物の状態や在庫状況によっては受け取れない 

    場合があります。 

事前 

申込 

どれみリトミック 
１４（水） １０:００～１０:４５ 
★音と一緒に楽しく体をうごかしましょう♪ 

≪講 師≫ 竹田保枝 先生・大川朋子 先生 

事前 

申込 
体操１・２・３ 
２２（木） １０:００～１１:００ 
★楽しく元気に運動あそび！! 

≪講 師≫ きのいい羊達 

事前 

申込 

児童館のあそびかた 
● 受付時間 ／ 10:00～午後４:00 

● 直接ご来館いただくか、お電話で受付けます。 

ファミリーサロン 
２４（土） １０:００～１１:００ 
★いろんな色をお部屋いっぱいに 

 ペタペタしてお花畑をつくろう!! 

       リ・ユース・カフェ  
           １５（木）１０:００～１１:００ 
         ★子育てサークル「ワン・ツー・クラブ」さんの子育て応援♪ 

    ●子ども服(春夏物)や絵本など３品以上をお持ちください。 

    ●商品の洗濯・消毒を必ずお願いします。          

    ※ 持ち物：マイバッグ 

事前 

申込 


