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2021年

月号
静岡市安東児童館

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

■ 新型コロナウイルスの影響により、3密(密集・密接・密閉)を避けるために、ご協力ください。

■ 全国的に感染者が急増しています。館内は冷房をしていますが、換気のため、窓を開けている場合があります。

■ 来館の際は、マスクを着用してください。(2歳児未満は不要)

■ 入館時に検温をさせていただきます。

■ せき、鼻水、熱等がある場合は、ご来館を控えてください。

■ あそぶ時間は、下記の時間帯の中で、1時間ぐらいでお願いします。

➊ 9～11時 ➋ 12～14時 ➌ 15～17時

■ 館内・テラスでの食事・おやつは食べられません。

■ 受付票に「電話番号」の記載欄があります。緊急時に必要です。

必ずご記入ください。

■ 混雑状況により、入場を制限する場合があります。ご了承ください。

ご利用の際は、職員の指示に従ってください。

じどうかんからのお願い

館内にある「ウォータークーラー」の使用が

できません。(コロナの影響による)

各自、水分補給の水筒をお持ちください。

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。

～ 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

【対象】 乳幼児親子 ①10：00-10：30 ②10：30-11：00 ①②各8組

小学生 ③1：00-1：30 ④1:30-2：00 ③④各10人

18日（土）入れ替え制
よみおわった本を ちいきのみなさんから いただきました。

おゆずり会で、ほしいひとに 無料でさしあげます。♪

ほん かい

【申込】9/4(土)～9/17(金) ※ 消毒時間を除く

児童館に直接来館の上、お申込みください。

一輪車に乗れるように、継続的に練習します。

経験のある子は、技の練習をします。

【対 象】 小学生親子♦先着15組♦

※ 毎回保護者の付添が必要です。

【もちもの】一輪車 (個人で用意していただきます)、水分補給

【申 込】8/21(土)～9/11(金)

児童館に直接来館の上、申込ください。

申込用紙には「保護者の承諾」と「電話番号」の記載が必須となります。

(電話・友達分の申込不可)

【教室日程】

すべて日曜日 9：30～11：00 【全7回】

① 9月12日 ② 9月26日 ③ 10月3日 ④ 10月24日

⑤ 11月7日 ⑥ 11月14日 ⑦ 11月28日 (予備日：12月5日)

＼ 敬老の日のプレゼント作り ／

【対象】小学生・中学生・高校生 ♦先着10人♦

※ 手ぬぐいは参加者1人に対して1枚です。

【申込】8/21(土)～9/3(金)

児童館に直接来館の上、申込ください（電話・友達分の申込不可）

4日(土)3：00～4：00

たまねぎの皮(かわ)で、てぬぐいを「しぼり染め」するよ。なにいろになるかな。

おじいちゃん、おばあちゃんにわたすメッセージカードもかくよ。

申込時に、抽選箱からチケットを引きます。チケットに「入場時間」が書いてあります。

書いてある時間にお越しください。※時間を選ぶことはできません。

そ

＼ 小学生の親子教室 ／

中止

延期



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

・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 おねえさんとあそぼう(乳幼

児)

🎌 敬老の日

ＡＭ ひよこランド

(おでかけ支援センター)

ＡＭ はいはいよちよち教室

ＡＭ 親子体操教室

ＡＭ 一輪車教室

ＰＭ ｽｰﾊﾟｰ運動あそび

ＰＭ 安東カルタ部

12：00～17：00

ゆうぎ室はつかえません

本のおゆずり会

ＡＭ お話玉手箱

PＭ 敬老の日の

プレゼント作り

終日ゆうぎ室はつかえません

休館日

🎌 秋分の日

ＡＭ 一輪車教室

14：00～ゆうぎ室はつかえません

わくわく工作

【対象】小学生・中学生・高校生 ♦先着5人♦

【申込】8/28(土)～9/10(金) ※消毒時間除く

児童館に直接来館の上、申込ください。

（電話・お友達分の申込不可）

【対象】小学生 ♦先着10人♦

【持物】水分補給のためのすいとう

【申込】8/28(土)～9/11(土) ※消毒時間除く

児童館に直接来館の上、申込ください。

（電話・お友達分の申込不可）

休館日 休館日
休館日

休館日

休館日

百人一首（ひゃくにんいっしゅ）をみんなで

たのしみます。

はじめてのひとも参加できます。

11日(土)1：00～2：00

＼ おはなし・工作タイム♪ ／

11日(土)10：00～11：00

【対象】乳幼児・小学生 ♦先着8人♦

【申込】8/28(土)～9/10(金) ※消毒時間除く

児童館に直接来館の上、申込ください。

（電話・お友達分の申込不可）

12日(日)1：00～2：00

ボールをつかってからだをうごかそう！

運動あそびをしながら、「見るチカラ」を

つけます(ゴールデンアイ)。

うごきやすい服装できてね。

8/24(火)～9/3(金)※ 休館日除く

おねえさん企画行事「おねえさんとあそぼう」

【申込】児童館に直接来館の上、申込ください(電話、友達分不

可)

■ 小学生対象 8/28(土) 15：00～16：00

（申込）8/14(土)～8/27(金)♦先着10名♦

■ 乳幼児親子対象 9/1(水) 10：00～10：30

(申込) 8/18(水)～8/31(火)♦先着8組♦

実習生のおねえさん(2名)とあそぼう。たのしい行事を

企画してくれています。行事のくわしい内容は、館内に

ポスターを掲示・HPにておしらせします。

9/1(水)～9/11(土) ※休館日除く

【対象】幼児・小学生・中学生・高校生

【申込】当日、児童館窓口にて受付 (期間中1人1回の参加)

ポストカードにすきな絵をかこう！作品は、10月の

「はがき作品展」で展示されます。

ボランティアグループお話玉手箱さんによる

よみきかせ。今月の工作は「空とぶカモメ」を

つくるよ！

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8組♦

【申込】8/20(金)～9/2(木) ※消毒時間除く

児童館に直接来館の上、申込ください。

(電話・お友達分の不可)

【もちもの】① バスタオル(赤ちゃんの下に敷きます)

② 水分補給のための飲みもの

【講師】 長谷川和江

3日(金)10：00～11：00

＼ ベビー教室 ／

【対象】1人でしっかり歩行のできる1歳半以上の

未就園児親子 ♦先着8組♦

【持物】水分補給のためのすいとう

【申込】8/25(水)～9/7(火) ※消毒時間除く

児童館に直接来館の上、申込ください。

(電話・お友達分申込不可)

【もちもの】水分補給のため飲み物

【講師】 静岡市体育協会

29日(水)10：00～10：30

手あそびや、よみきかせがあるよ

【対象】乳幼児親子 ♦先着8組♦

【申込】9/15(水)～9/28(火) ※消毒の時間除く

児童館に直接来館の上、申込ください。

(電話・お友達分申込不可)

【もちもの】水分補給のため飲み物

「おでかけ支援センター」静岡中央子育て支援センター

交流サロンの保育士さんと、子ども未来サポーターの

先生に、子育て相談や入園などの相談ができます。

8日(水)10：00～11：00

親子でたのしく運動あそび。

おじいさん、おばあさんとお孫さんの

参加も歓迎です♪

うごきやすい服装で来てください。

ゆうぎ室に乳幼児さん向けのおもちゃを用意してあります。【対象】乳幼児親子

【申込】当日 (自由参加) ※ 混雑状況により人数制限がある場合があります。

ひよこマークの日は「ピヨピヨひよこ広場」 9：30～11：00

中止 中止 中止

中止 中止

延期

中止

緊急事態宣言延長により、9月30日(木)までの行事は、中止になります。

(2021年9月12日現在)

ゆうぎ室床工事
9：00～12：00

ゆうぎ室はつかえません


