小学生向け

住所：すぎなみく

まつのき

ボッチャを体験してみよう！

２－３３－６

電話：３３１５－６０２８

タイルモザイクでコースターを作ろう！

ぼんおどり練習会

パラリンピック競技のボッチャを
やってみよう！

8（金） 5：00～5：45

15（金）・21（木） 4：15～4：45

材料費：200 円
対象：小学生
定員：15 人
場所：プレイルーム
申し込み：6/27(月)～定員になるまで

対象：小学生以上の子ども
定員：各日 20 人
場所：遊戯室
協力：松ノ木町会
申し込み：7/４(月)～定員に
なるまで
申込書配布：7/１(金)～
※くわしくは申込書を見てね

11（月） 5：00～5：45
対象：小学生
定員：20 人 場所：遊戯室
講師：スポーツ推進委員
申し込み：６/28(火)～定員
になるまで
申込書配布：6/27(月)～
※詳しくは申込書を見てね

※材料費を添えて児童館の受付に
申し込んでください

申込書配布： 6/24(金)～
※くわしくは申込書を見てね

ビデオシアター
21（木）・22（金）・25（月）・26（火）・27（水）・28（木）・29（金） 1：30～3：00
※申し込みはありません。内容は児童館へ聞いてください。

えてがみ

25（月）4：30～5：30

まつのきダンスクルー１期 6・13（水）5:00～5:45

顔彩という絵の具ではがきに絵を描きます。
●申し込み：19(火)～ ●定員：先着 6 人

１ねんせいグループ

10 月のこどもフェスティバルに向けて練習します。
※1 期（6～10 月）のメンバーの募集は終了しました。

たっきゅうタイム 5‣12‣19‣26（火） 5：00～5：45

7・14（木）3:30～4:15

●対象：小学３年生以上
●定員：各日先着１２人
●申し込み：参加したい日の前週の水曜日からうけつけ
します。
●もちもの：うわばき

学童クラブに在籍していない１年生のグループ活動です。
※定員に空きがあります。参加したい人はお問い合わせください。

2・3 年生タイム

おはなしの会
19（火） 3：45～4：15

7・14（木） 5:15～5:45
自分たちで遊びたいことを
話し合って遊ぶ時間です
●対象：遊びにきた 2・3 年生

ボランティアさんによる
楽しいおはなしの時間です。
●ばしょ：図書室

☆行事のもうしこみは…

いちりんしゃタイム
1・8・22・29(金)
4：00～4：30
ゆうぎしつの中で一輪車にのるこ
とができます。
●もちもの：うわばき

参加する本人が、児童館の利用時間中に、受付で直接してください。

コロナ感染状況等の影響で、申し込みの予定、活動内容、活動期間が変更になる場合があります。ご了承ください。
ランチタイム利用についてのお知らせ
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熱中症に気を付けて過ごしてね！

３

４

５

６

７

モザイクで
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作ろう！
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●夏休み中、月曜日～金曜日の 12:00～1:00 の時間、小学生の昼
食利用ができます。保護者が就労などで昼食を一人で取らなけれ
ばならない小学生が対象です。
※終業式・始業式の日はご利用できません。
●申込期間：６月２０日（月）～７月 15 日（金）まで
受付で保護者の方が申し込んでください。
※春休み分の申し込み時に夏休みの利用希望日が決まっていなか
った方は、７月１５日（金）までに、児童館へお知らせください。

コロナウィルス感染予防のためのお願い
◇熱のある時や体調の悪い時は、おうちで過ごしてね。
◇遊びに来るときは、必ずマスクをしてきてね。
◇児童館に来たら、せっけんで手を洗ってね。
◇児童館でおやつなどを食べることはできません。
（水分補給を除く）
◇密になるのを防ぐため遊びたい時に遊びたい部屋で遊
べないことがあります。
◇今後の感染拡大状況によっては、プログラム等を中止す
る場合があります。

乳幼児親子向け

〒166-0014 東京都杉並区松ノ木 2-33-6 Tel 3315-6028
「ゆうキッズ」は、杉並区内の児童館で実施している乳幼児親子向け事業の総称です。生まれたての赤ちゃんから、就学前のお子さんと
その子育て家庭を応援します。年齢別プログラムでは、発達に合わせた体操、遊び、工作、絵本の読み聞かせなどが楽しめます。

お母さんの

着付け講習会

5（火）10:30～12:00
ゆかたの着付けを教えていただきます。
お子さんと一緒にどうぞ🌺
協力：松ノ木町会 渡邉君子さん
対象：乳幼児保護者 定員：先着４組
申込：6／21(火)～
※窓口でお申し込みください。
持ち物：お母さんのゆかた・帯・紐２本
ゆかたをお持ちでない方はご相談ください！

夏のお楽しみ会

音楽あそび

6（水） ①10:45～11:15
②11:20～11:50

14（木）11:00～11:45
リズムに合わせて親子で楽しみましょう♪

親子で笹を飾りましょう☆彡

講師：渡辺晶子 先生
対象：１歳児の乳幼児親子
定員：先着 10 組 無料
申込：6／30(木)～
電話申込できます。

対象：乳幼児親子
定員：各回 10 組程度
申込：6／22(水)～ 電話申込できます。
どちらか選んでお申し込みください。

１０：４５～１１：１５

１１：１５～１１：４５

※６日は上記プログラムを実施します。

※６日は上記プログラムを実施します。

次回は９月７日です。

次回は９月７日です。
★ゆうキッズスタート事業

生後まもない乳児(ねんねの
赤ちゃん)向けです。保護者
同士で情報交換しましょう♪

７日
１１：１５～１１：４５
とことこ歩き出しお子さん向け
です。体操や親子遊びを元気
に楽しみましょう！

動きがでてきたはいはい～つかま
りだちの赤ちゃん向けです。保護
者同士交流を深めましょう！

…10 時～２時まで遊戯室
で遊べます。幼児カーや
ボール遊びが楽しめます。

★開館時間中は、特別な表記が無い限り、
いつでも乳幼児室を利用できます。
乳幼児室は乳幼児親子専用のお部屋です。
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乳幼児の熱中症を予防しましょう。
杉並区公式ホームページ
からご覧いただけます。
杉並区公式 HP 乳幼児熱中症予防
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利 用 案 内
＊令和４年４月より館内整理日が、毎月第２土曜日に変わりました。
＊新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、利用の日時を変更しています。
★利用対象
★今月のお休み
0～18 歳（未就学児には付き添いが必要です）

★利用時間
小学生以上
月～金曜日 午前 10:00～午後６:00
土曜日
午前 9:00～午後５:00
※正午～午後 1:00 の時間、小学生以上は
利用できません

乳幼児親子
月～金曜日
土曜日

午前 10:00～午後 4:00
午前 9:00～午後 5:00

3 日（日）
9 日（土）館内整理日
10 日（日）
17 日（日）
18 日（月）海の日
24 日（日）
31 日（日）
※サンカードの日（親子・団体利用
の日）は当面の間利用を休止してい
ます。日曜日はお休みです。

◇平日の乳幼児親子の利用時間が、
午前 10 時～午後 4 時になります。
◇すべての時間において、
児童館での飲食は
できません。
（授乳、水分補給を除く）
◇自宅で検温等の健康観察をして、
発熱等の
風邪の症状がみられるときは利用をお控
えください。
◇保護者の方は、
マスクを着用してきてくだ
さい。
◇手洗いの励行にご協力ください。
◇密になるのを防ぐため、
遊べる部屋や人数
を限定することがあります。
◇今後の感染拡大状況によってはプログラ
ム等を中止する場合があります。

