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※行事は都合により変更になる場合があります。
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みどりの日
こど
もの
日

振替
休日

金

退位の日

ごご４じ～
スクラップブッキングおしゃべりひろば

★じどういいんかい

即位の日

土

✿ちいきのひともさんか 子育て交流ひろば　　　　　

土

ごご２じ～

おはなしいっぱい
★しんにゅうせい
かんげいかい
ごご２じ～

★じどういいんかい

ごご４じ～

アイロンビーズ制作

火 水 木 金

オリエンテーション 遊具遊び

★しょうがくせいぎょうじ

おはなしいっぱい

憲法記念日国民の休日

木

✿ちいきカフェde
たまねぎしゅうかく

ごご２じ～
おはなしいっぱい プラバン工作

おはなしいっぱい おしゃべりひろば

★アイロンビーズせいさく

✿ちいきカフェｄe
やさいのなえうえ

ごご２じ～

★こどもフェスタ
ごご２じ～

おはなしいっぱい わくわくイングリッシュ

昭和
の日

★たっきゅうクラブ

公園で遊ぼう！ おはなしいっぱい

スクラップブッキングおやこ遊び

手型・足型制作

虫よけスプレー作り

１ねんせいのみなさん、にゅうがくおめでとうございます。しんにゅうせいかんげいかいやこども
フェスタなどたのしいぎょうじをけいかくしています。ともだちをさそってあそびにきてね！

★バン
パー
きょう
しつ

おはなしいっぱい

おさがりの輪週間ごご４じ～

はるやすみ

★たっきゅうクラブ

ごご４じ～

火 水

身体測定と
おやこ遊び

こいのぼり制作

５月の行事

４月の行事

27日の✿ちいきカフェｄeたまねぎの

しゅうかくでは、みんなでうえたたまね

ぎをしゅうかくします！

9日のオリエンテーションから子育

て交流ひろばが始まります!

出席カード作りをしましょう。

10日、17日のスクラップブッキン

グでは、子どもや家族の写真を切り

貼りします。写真を2、3枚持ってき

てください。

7日のおしゃべりひろばでは、ママ

友たちとおしゃべりを楽しみましょ

う！

25にちの✿ちいきカフェdeやさい

のなえうえでは、おくらのなえをう

えるよ！

子育て交流ひろば（午前10時～午

後２時）では、親子での遊びを楽し

めます！お昼ご飯を食べる部屋もあ

るのでぜひ遊びに

来てください！

児童館･児童セ

ンターのお便り

が見られます！

16日の身体測定とおやこ遊びでは、

身長と体重を測ったあと、親子でふ

れあい遊びを楽しみましょう！

1にちの★バンパーきょうしつは、新４ねんせ

いがたいしょうとなります！きょうしつごは、

じゆうにバンパーあそびをたのしめます！

12日の遊具遊びでは、児童センター

にあるおもちゃを出して思いっきり

遊びましょう！

13にちの★しんにゅうせいかんげいかいでは、

新１ねんせいをむかえて、みんなでゲームをた

のしみましょう！

26日のプラバン工作では、キーホル

ダー作りをします!

24日のわくわくイングリッシュでは、

奈須先生といっしょに英語遊びを楽

しみましょう！

28日の公園で遊ぼう!では、となりに

ある公園（５号公園）に歩いて遊び

に行きます。飲み物や汗拭きタオル、

着替えを持ってきてください。
18にちの★こどもフェスタは、みんなで

いろんなゲームをしてあそびましょう！

おたのしみに！！！

児童センター利用について（保護者の皆様へ）

平成31年度職員紹介
館 長 福重 未希子
児童厚生員 池田 藍
児童厚生員 久徳 洋子
（大島児童館より異動）

よろしくお願いします!!

平成３１年度
４・５月号

宮崎市大塚台西３－２２－３

TEL・FAX ４７－８８８５

あたらしいメンバーをぼしゅうします！
しん２ねんせいからさんかできます。やってみたいひとは、
いつでもせんせいにこえをかけてください。
★たっきゅうクラブでは、たっきゅうのれんしゅうをしています。

★じどういいんかいでは、ぎょうじのポスターをつくったり、ぎょうじ

のしかいやしんこうをしたり、おてつだいをおねがいしています。

児童厚生員の
濵砂由貴は、

３月３１日を
もちまして、
西原児童センターへ

異動しました。３年間
ありがとうございました。
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児童センターは、子どもが誰でも利用できる地域の遊び場です。

なわとび・一輪車・竹馬・ボール・卓球・積み木・卓上ゲームなどたくさ

んの遊具があります。また、季節の行事や講師指導による教室もして

います。（行事によっては、参加者に材料費を一部負担していただく

場合があります）

●利用できる人

★０歳～１８歳までの児童（未就学児は保護者同伴です）

★子ども会などの児童健全育成を目的とした団体

●開館日・開館時間

月曜日～土曜日 午前１０：００～午後５：３０

（ただし、11月・12月は 午前１０：００～午後５：００）

●休館日

日曜日、祝・祭日、年末年始（12月29日～1月3日）

●利用の仕方

★児童館利用登録書の提出が毎年必要です。

★児童センターのきまり（右記のとおり）を守ってください。

●4月からは、新年度となります。児童センターを利用される児童は、

改めて児童館利用登録書の提出が必要となります。緊急時の連絡に

使用しますので、必ず連絡先を２か所記入し、学校へ提出をお願いし

ます。

●学校帰りに児童館を利用する際には、下校途中での児童館利用

申出書も併せて提出してください。

※ご不明な点は児童センターにお尋ねください。

じどうせんたーのきまり
★げんきにあいさつしましょう。

★くつは、くつばこにいれましょう。

★きたときは、うけつけぼになまえ・がく

ねん・きたじかんをかいてからあそびま

しょう。かえるときは、かえるじかんを

かいてからかえりましょう。

★おかね・カード・ゲームなどはもってこ

ないようにしましょう。もってきたひと

は、せんせいにあずけましょう。

★おやつは、きまったじかんにろうかのい

すにすわってたべましょう。（３じ～３

じはんまで。おやつのごみはもちかえり

ましょう）

★あそびどうぐは、たいせつにつかって、

もとのばしょにきちんとかたづけましょ

う。

★じてんしゃは、きちんとならべてかぎを

かけ、かぎはせんせいにあずけましょう。

★５じからかたづけておそうじしましょう。

子育て交流ひろばの利用について
児童センターは、未就学児（０歳～）とその保護者が気軽に利用できる遊び場です。遊具で遊んだり、お友だち

を作ったり、情報交換ができたりします。

週に３回『子育て交流ひろば』を開設しています。

すべり台・車・三輪車・ボール・積み木・ままごとなどたくさんの遊具があります。また、季節の行事や講師指

導による教室もしています。（行事によっては、参加者に材料費を一部負担していただく場合があります。)

●開設日・開設時間

★毎週火・木・金曜日 午前１０：００～午後２：００

（ランチタイム 正午１２：００～午後１：００）

★プレールームで昼食をとることができます。

●利用の仕方

★登録簿の提出が必要です。（毎年更新していただきます）

●設備・備品について

★ベビーベッド、おむつ交換台、幼児用トイレ、お湯、電子レンジがあります。

★車１２台を駐車するスペースがあります。

●活動内容について

★体操・手遊び・お名前呼び・今日の活動など

●お願い

★遊戯室での飲食はできません。

★来館中の子どもさんの安全については保護者が責任を持って見守りください。

★昼食時にお湯や電子レンジを使用する場合は、職員にお声かけください。（食べたゴミはお持ち帰りくださ

い）

★ランチタイム(12時～1時)は、遊具は貸出しできません。

★昼食後は、使った場所の掃除（台拭き、掃除機）をしてください

★使用後のオムツはお持ち帰りください。

児童センター利用について（保護者の皆様へ）

よろしくお願いします

きまりをまもって
みんながたのしく
あそべるじどうせ
んたーにしましょう！
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