
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 日（土） 10：00～11：00 

3 日（土）①ごご 3：00～3：40 

       ②ごご 3：50～4：30 
 

大きなボールで遊ぼう(^○^) 

●対  象：①小学 1～３年生 ②小学４～６年生 

●申  込：事前申込制 先着各 6 名 

      6 月 19 日(土) 10：00～（電話・窓口） 

 

長田児童館 

長田子育て支援センターだより 
2021年 

7月号 
●〒421-0132 静岡市駿河区上川原 13-1 

●電話・FAX 054-259-4800 
●URL https:/www.shizuoka-shakyo.or.jp/ 

 kosodate/jidoukan/place/surugaku/osada/ 

 
新型コロナウィルスの状況によっては、延期または中止の可能性もありますので HP 等でご確認ください（作成日 6 月 6 日） 

1 日（木）～7 日（水） 

ごぜん 10：00～ごご 4：30 
※消毒時間・休館日を除く 
短冊に願い事を書こう。 

お家で飾れる、七夕飾りも作れるよ☆ 

●対 象：どなたでも 

●申 込：当日申込制（期間中ひとり 1 回まで） 

※材料が無くなり次第、終了します 

 

大きなトランポリンで思いっきり飛び跳ねよう♪ 

●対 象：小学 2 年生から 6 年生まで 

●申 込：事前申込制 先着各 6 名 

     6 月 26 日（土）10：00～（電話・窓口） 

●持ち物：動きやすい服装・靴下  

髪が長い子は髪を縛るゴム 

10 日（土）   

 

11 日（日） ごご 2：00 ごろ～ 
昔ながらの参加型紙芝居を味わってみてください！ 

雨天の場合は中止です。 

●対 象：どなたでも 

●申 込：当日自由参加   

4.11.25(日) 

☆22（木・祝）☆23（金・祝） 

9：00～17：00 ※消毒時間を除く 

身体をたくさん動かそう！ 

今月はきのいい羊達が来てくれるよ(^○^) 

●対 象：年長幼児 

●申 込：事前申込制 先着 8 組 

     3 日（土）10：00～（電話・窓口） 

中学生・高校生専用のお部屋（会議室）があります！ 

自習室としてご利用ください。 

☆のついている日の午後は、遊び場としての 

利用も可能です(^○^) 

中高生限定のおもちゃも貸し出します☆ 

●申 込：当日申込制 定員 8 名 

①  9：30～10：10 

② 10：20～11：00 

 

～事業の申込について～ 

●事業の予約受付は 10 時より承ります。初日以降も同様です。 

●お友達分は、一緒に申込ができません。各々で申込をお願いします。 

●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。 
各種警報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。 

●長田支所、長田図書館の共同駐車場のため駐車台数に限りがございます。 

                         

16 日（金）25 日（日）29 日（木） 

ごご 3：00～4：00 
 今月は「プラバン」です！ 

キーホルダーなどにも、できるよ♡ 

●対 象：年長幼児～中高生 

●申 込：当日申込制（期間中ひとり１回まで） 

     ※材料が無くなり次第、終了します 

木の棒（モルック）を投げて、目標点を目指そう(^○^) 

個人戦です。優勝者にはミニプレゼントがあるかも。 

雨天の場合は中止です。 

●対  象：小学生～中高生 

●申  込：事前申込制 先着各 6 名 

      1 日(木) 10：00～（電話・窓口） 

 

10. 31 日（土） ごご 2：00～3：00 

長田児童館・長田子育て支援センターの最新情報はこちらから→ 

28 日（水）   

 
普段はできない、楽しいゲームができるよ！ 

詳細は、6 月下旬に HP/館内掲示版にて発表します♪ 

 31 日（土） ごぜん 9：30～11：00 

地域のセミの抜け殻を拾いに行って 

どんなセミがいるのか調べてみよう！！ 

●対 象：年長幼児～小学生 

（年長幼児は保護者同伴） 

●申 込：事前申込制 先着 10 組 

     17 日（土）10：00～（電話・窓口） 

●持ち物：飲み物・防止（暑さ対策をしてきてね） 

ごぜん 10：00～11：00 

ごご  1：00～ ２：00 

 

https://3.bp.blogspot.com/-XEIlEOPNPjc/Ws2vrr7fYfI/AAAAAAABLXU/YRWpD_Ce5osHxEpQbAg51alYYi03PkSmACLcBGAs/s800/pen_enpitsu_mark.png
https://3.bp.blogspot.com/-2_fMZFkqOIs/U401MDZ33qI/AAAAAAAAg_Y/7EEL4zP61J4/s800/tanabata_panda.png
https://2.bp.blogspot.com/-idYVt8AZkOc/VWmAbb_oVxI/AAAAAAAAtwk/--kSyRx0NUY/s800/balanceball_boy.png
https://1.bp.blogspot.com/-Lic2zBu9zUw/XYhOaBzfpQI/AAAAAAABVH4/Mtfn3wjtT5kBCrlTeUDEp3tYvbe8gKrMQCNcBGAsYHQ/s1600/sports_molkky_morukku_man.png
https://2.bp.blogspot.com/-DKB6-ieo2OE/UnXm9QiBFwI/AAAAAAAAaEU/M7RvEcO2C5o/s800/mushi_aburazemi.png
https://2.bp.blogspot.com/-iLvMf6s3b6M/V0QnoQqvVzI/AAAAAAAA69w/AdU5l6HIy3MX5CTXrfbMNNLbuksyyoC3QCLcB/s800/small_star7_yellow.png


 

日 月 火 水 木 金 土 

1 

 

七 夕 工 作  

2 

わんぱくキッズ 

3 

G ボール体験 

硬筆書道教室 

4 

中高生ルーム 

 

5 

休館日 

6 
赤ちゃんにこにこルーム 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

チャレンジトランポリン 
モルックであそぼう！ 

11 
おしか座の紙芝居 

中高生ルーム 

12 

休館日 

13 
 

14 

 

15 

ファミサポ出張登録会 

 

16☆ 

7 月誕生会 

 

17 
すまいるキッズ 

18 

休館日 

19 

休館日 

20 

おしゃべり広場  

21 

 

22 海の日 

中高生ルーム 

23スポーツの日 

中高生ルーム 

24 

休館日 

25☆ 

中高生ルーム 

26 

休館日 

27 

 

28 

ゲームの日 

29☆ 

 

30 

 

31 
モルックであそぼう！ 

せみのぬけがらしらべ 

 

 

16 日（金） 10：00～10：30 
7 月生まれの おともだち集まれ！ 

誕生カード作成のため、参加を希望される方は 

前日までにお越しください♪ 

写真撮影、メッセージカードを、お渡しします。 

●対 象：7 月生まれのお友だち（未就園の 1～3 歳） 

●申 込：事前申込制 先着 12 組  

2 日（金）10：00～（窓口のみ） 

 

3 密にならないように気を付けながら、みんなで遊びましょう♪ 

お母さん同士の、おしゃべりや相談も行います☆身体測定もできます(^○^) 

●対 象：0 歳児親子  ●場所：和室  ●持ち物：バスタオル・水分 

●申 込：事前申込（電話・窓口）各回先着 4 組親子 ※しばらくの間、事前申込制とさせていただきます 

     ６月２９日（火） 10：00～（電話・窓口） 

     

長田子育て支援センター 

6 日（火）  ① 10：00～10：40  

② 13：00～13：40 

 

③  

長田子育て支援センターとの共催事業 

20 日（火） 10：00～10：50 
保健師さんが来てくれます！ 

防災、季節に合ったケアの話などをしてくれます♪ 

●対 象：０歳児から未就園児  

●申 込：事前申込制 先着 12 組  

6 日（火）10：00～（電話・窓口） 

 

今月は親子あそび！ 

ヤマ・スポーツクラブが来てくれるよ☆ 

●対 象：２歳児親子 

（未就園児の 3 歳児親子を含む） 

●申 込：事前申込制 先着 12 組  

6 月 18 日（金）10：00～（電話・窓口） 

 

2 日（金） 10：00～10：50 

子育て支援センターは、事業以外にも毎日自由にあそべます★ママもパパも、気軽にあそびにきてくださいね！ 

お話したいことや子育ての悩みなどがあれば職員に、いつでも声をかけてください😊（火～金 9：30～15：30） 

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 

あみかけの事業時、遊戯室は使用できません 

 

 

…一輪車クラブ生のみ（今年度募集なし） 

 硬筆書道教室…教室生のみ（満員） 

15 日（木） 10：00～11：00 
ファミリー・サポート・センターとは… 

子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人 

が会員となり、有償で助け合う会員組織です。 

子育ての援助を受けたい人は、ぜひ登録会に、ご参加ください！ 

●対 象：子育ての援助を受けたい人 

●申 込：事前申込制 先着 12 組 

     1 日（木）10：00～(電話・窓口) 

      詳しくは、こちらから→ 

☆…7 月 作って遊ぼう 
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