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。
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児童館なつまつり 小鹿２丁目納涼祭
４日（土）受付

ごご １：４５～

４日（土） ごご ４：００～９：００

広場に屋台がたくさんでているよ★
開始 ごご ２：００～５：００
≪対 象≫ どなたでも
ごご ７：３０ころ ～
≪内 容≫ 夏にはかかせないお化け屋敷をはじめ
低学年の子から順番に花火を配るので集まってね。
楽しい夏の遊びがたくさんあるよ。
友達を誘って夏まつりを楽しもう♪
みんなで楽しく
毎年好評なお茶席に、幼児さん向けの
手持ち花火をやろう！
遊びコーナーもありますよ！
★児童館は午後５時３０分で閉館です。それ以降は保護者の付き添いのもとでお願いします。
★なつまつりの準備・片づけのため使用できない部屋があります。詳しくは裏面のカレンダーをご確認ください。

小学生とあかちゃんの
ふれあい交流会

来・て・こおはなしの森

７日（火） ごぜん ９：４５～１１：３０

１７日（金） ごぜん １０：３０～１１：３０

あかちゃんと一緒にあそぶ交流会を行います。
あかちゃんを抱っこしたり、一緒におもちゃで遊ん
だり、お母さんたちから子育ての話も聞いてみよう。
≪対 象≫ 小学生
≪定 員≫ 定員１０名
≪申 込≫ 事前申込 ７月１４日（土）～
※児童館に直接申し込んでね。
≪持ち物≫ タオル（手ふき用）、動きやすい服装

≪場 所≫ 来・て・こ ３階ホール

おはなしクラブ

おはなしクラブと、おはなしろうそくさんが
読み聞かせをします♪

にしとよまつり
児童館
参加時間

戦争と平和のおはなし会

１８日（土） ごご １：００～５：００

９日（木） ごご １：３０～２：３０

≪場 所≫ 県立短期大学大学部 グラウンド

≪対 象≫ どなたでも
≪定 員≫ 当日先着２０名
≪内 容≫ 戦時中のおはなしをききながら
平和について考えよう。
みんなで折り紙の鶴を折る工作もやるよ。

みんなが楽しく遊べるゲームを持って出張児童館で
参加します。ぜひ、遊びに来てね！

とよとよ
夏休みスペシャルチャレラン
２４日（金） ごご ３：００～４：００
≪対 象≫ 小学生・中学生
≪定 員≫ 当日先着２０名
≪内 容≫ こまやけん玉、お手玉などおなじみの
おもちゃを使ってみんなで遊ぼう！

ボードゲームを楽しもう
２１日（火） ごご ２：００～３：００
≪対 象≫ 小学生・中学生
≪定 員≫ 当日先着２０名
≪内 容≫ 講師／川島眞弓さん（シュピール・シュプール）
「ヒューゴ」や「インカの黄金」など、
他にもめずらしいボードゲームでたくさん
遊べるよ！お友だちやお父さん、お母さんを
誘ってみんなでボードゲームを楽しもう！

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

幼児プール

０・１フレンドサークル
７日（火）受付 午前 １０：００～

期間 ８月１日（水） ～ ８月３１日（金）

開始 午前 １０：３０～１１：３０

※ 土曜日・日曜日は お休みです。

≪対 象≫ ０・１歳児親子
≪定 員≫ 当日先着３０組
≪内 容≫ 小学生と一緒にあそぼう♪

午前 １０：００ ～ 午後 ３：００
（※ 午後 ０：００ ～ 午後 １：００は休憩）
～ 約束を守って楽しく遊びましょう ～
１．おすわりの出来る子から利用できます。
２．必ず保護者の方は付き添ってください。
３．プール用オムツを着用してください。

リ・ユース・カフェ
８月はお休みです。
リ・ユース・カフェは、子育てサークル
「ワンツークラブ」さんによる活動です。

”とよっこデー”はじめました！

教室・クラブ活動
◎ 一輪車教室

～
≪対
≪定
≪日

週に１回、みんなで考えてみんなであそぶ日！
象≫ 小学生以上
員≫ １５名くらい
時≫ 週１回(児童館にその都度掲示します）
午後１６：２０ころ～１７：００
≪内 容≫ 学校の放課後に、晴れている日はドッヂ
ボールや鬼ごっこ、雨の日は風船バレーや
卓球、カプラ、工作など、その時の
みんなの気分で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！
気軽に参加してね。

お休みです。

スイスイくん・はじめちゃん

◎ おはなしクラブ

４日（土） １０：００ ～
場所／来・て・こ
４日（土） １４：００ ～

◎ 茶道クラブ

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。
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お知らせ
◎児童館なつまつりの準備・片づけのため、下記のとおり使用できない部屋があります。
◆ ８月１日（水） ～ ４日（土） 【図書室】
◆ ８月３日（金）午後 ～ ４日（土） 【遊戯室】
◆ ８月４日（土） 【幼児室】
※ ４日は全室使用不可。
◎８月１日 ～ ８月２８日までは、小学生が夏休みのため、ゆうぎ室でのおもちゃで遊ぼう
はお休みします。

