静岡市駿河区小鹿2丁目２６－１

★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。

小鹿こども園・ゆりかご保育園 共催

食育講座

「ギョウザパーティーをしよう」
20日（土）

ごぜん１０：００～１１：３０

★ みんなでギョウザを作って食べよう！
どんなギョウザができるかな？
≪対 象≫ 小学生 20名
≪申 込≫ 事前申し込み 先着順
≪持ち物≫ エプロン、三角巾、マスク、手ふき用タオル
申込開始：10月6日（土）10:00～
電話での申し込みはできません。
児童館へ直接お申し込みください。

ちびっこ運動会
★ ミニ運動会を楽しみましょう
≪対 象≫ 未就園児 先着７０名
≪場 所≫ 児童館となりの公園
当日雨天中止
※前日が雨天の場合、中止することがあります。
出張児童館

西豊田小ＰＴＡバザー
２８日（日）

おうちパンでサンドイッチを作ろう
１６（火） ごぜん １０：００～１１：３０
★ おうちパンのレクチャーを受けた後
サンドイッチを作って食べましょう♪
≪対 象≫ 0歳～3歳 未就園児親子
≪定 員≫ 事前申込 先着１５組 初めての方優先
≪申 込≫ 10月９日(火)から
事務室に直接申込をお願いします。
※お友だちの分の申し込みはできません。
★サンドイッチに挟む具材はご自身でお持ちください
当日は、１０㎝程度の大きさのパンで２つ作る予定です。
（薄切りハム半分がちょうど挟めるサイズ）
生ものをお持ちになる際は十分お気を付けください。

リ・ユース・カフェ
18日（木）

ごぜん１１：００～１２：００

場所 ： ゆうぎ室

★ 『ワンツークラブ』さんによる子育てサークル
≪事前申込開始≫ １0日（水）１０：００～
※ 事務室に直接申込みをお願いします。
≪定 員≫ ３０名（先着順）
※ 参加にあたって、当日、子どもの洋服や絵本など
３点以上の商品をご持参ください。
≪子供用品のご提供のみの受付けもしています≫
商品のご提供のみの方は事前に児童館へお電話で
連絡の上、持ち込みをして下さい。
電話受付および持ち込み期間は

２日（火）１０：００ ～１７日（水）です。
ご提供は１人１０点まででお願いします。
* 商品の受け取り限度数を超えた場合は、
電話の時点でお断りすることがあります。

受付 １０：００
開始 １０：３０～１１：３０

19日（金）

ごぜん９：００～ごご１：００

★西豊田小学校のＰＴＡバザーに児童館が

あそびを持っていきます♪ぜひあそびにきてね

おためし一輪車教室
14日（日）

ごぜん１０：45～１１：45

★ 毎月開催しているじどうかんの一輪車教室を
体験してみませんか？
体験後、今後の一輪車教室への申し込みもできます
≪対 象≫ 年長児～小学生
≪定 員≫ 当日先着10名程度
※保護者の方も必ず一緒にご参加ください。
一輪車をお持ちの方は持参してください。
（児童館の一輪車には台数に限りがあります）

とよっこデー

ごご ４：２０～５：００

5日（金）風船ぷにゅぷにゅ作り！、10日（水）
17日（水） 5日（金）はごご4:00～5:00に行います。
★ 週に１回、みんなで考えてみんなであそぶ日！
≪対 象≫ 小学生以上
≪定 員≫ １５名
≪内 容≫ 学校の放課後にいろんな遊びをします。
みんなのやりたいこと募集中です！
≪これまでのあそび≫ 風船バレー、インカの黄金、
ぷにゅぷにゅ作り、巨大オセロ、トライアングルキューブ作り
など

チャレンジタイム
２7日（土）

ごご

３：００～４：００

★ 新聞紙突破ゲームにチャレンジ！！
≪対 象≫ 小学生
≪定 員≫ ２０名
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。

南部保健福祉センター・児童館

共催

おはなし会

おひさまカフェ

ごぜん １１：３０～１２：００

6日（土）

０・１フレンドサークル

★ 『おはなしろうそく』さんによる読み聞かせ会♪
≪対 象≫ どなたでも
≪場 所≫ 図書室

２日（火） 受付 午前 １０：００～

開始 午前 １０：３０～１１：３０

お茶会

★ おはなしろうそくさんによるおはなし会♪
≪対 象≫ ０・１歳児親子
≪定 員≫ 当日先着３０組
☆ 身体測定をされる方は早めにお越しください。

27日（土）

ごぜん １１：００～１２：００

★ あたたかいお茶で、ホッとひと息していきませんか♪
≪対 象≫ おすわりのできる子からどなたでも
≪場 所≫ 和室（幼児室）

こあらくらぶ
5日（金

おひさまカフェ

受付 午前 １０：００～
）開始 午前 １０：３０～１１:３０

どれみリトミック

★ おえかきあそびを楽しもう
汚れてもいい服装でお越しください
≪対 象≫ 2・３歳児親子
≪定 員≫ 当日先着２０組

★ 親子でリズム遊びを楽しもう
≪対 象≫ １歳半～未就園児親子
≪定 員≫ ①・②とも各当日先着25組

教室・クラブ活動
◎ おはなしクラブ
◎ 茶道クラブ
◎一輪車教室
スイスイくん
はじめちゃん
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★ 楽しく体をうごかして元気になろう♪
≪対 象≫ １歳半～未就園児親子
≪定 員≫ ①・②とも各当日先着２5組
≪講 師≫ 『気のいい羊達』 さん

14日（日）
9:30～10:30
10:45～11:45

1

10

体操１・２・３

6日（土） 10:30～11:30
27日（土） 10:00 ～11:00

日

受付 午前 ９：４５～
開始 ①10:00 ②10:45 おひさまカフェ

11日（木）

PＭ
とよっこデー

17

PＭ

とよっこデー

24

休館日

11 ＡＭ

土
ＡＭ パパとあそぼう

6

AＭ

おはなしクラブ
おはなし会

12

13

19 AＭ

20 AＭ

リトミック

18

AＭ
リユースカフェ

25

26

ＡＭ

体操１・２・３

食育講座

ちびっこ運動会

27

AＭ
茶道クラブ
お茶会

PＭ

チャレンジタイム

28

29

西豊田小ＰＴＡバザー

30

31

休館日

お知らせ
下記の日程◎は、事業開催で使用するため、遊べないお部屋があります。
◎ 6日 （土）午前中／ 【 図書室 】
◎ 20日（土）午前中／ 【 図書室 】
◎ ２7日（土） 午前中／ 【幼児室 】
★ 『西豊子育てトークの会』 はおやすみです

・・・おもちゃであそぼう
ゆうぎ室にボールプールや室内滑り台等を出しています。
・・・おひさまカフェ
行事終了後から、ごご1時30分まで、ゆうぎ室でランチが
できる。 時間です。 親子で楽しいランチタイムをどうぞ♪

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。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に
よる施設の利用はご遠慮ください。

