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年度

１ねんせいだけの特別な時間

「〇〇くんをさがせ！」

3：30～4:00
１ねんせいだけであそんだり工作を
したりするよ。

児童館の中にかくれている
キャラクター「〇〇くん」を
さがそう！
クイズもあるよ♪

7 日 人間すごろく
１４日 プラバンで「宝」作り
２１日 作った宝で「宝さがし」
２８日 しゃぼん玉あそび

☆１日１回チャレンジできるよ。
☆たいしょう：小学生以上
☆もうしこみはいりません。

☆たいしょう：学童クラブに入って
いない１ねんせい
☆もうしこみは いりません。

21 日(火)・22 日(水)・24 日(金)
4:00～4:45
ゆらゆらゆれる雨のしずくのモビールを作るよ！
☆たいしょう：小学生以上
各日 20 人くらいまで
☆もうしこみ：７日（火）4:00 から
電話でも、もうしこみできます。
い
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くらりか（蔵前理科教室ふしぎ不思議）

「化学ペンでお絵かきしよう」

７月２日(土)

2 日・9 日・16 日・23 日・30 日(木)
4:00～4:45

ひんやりした遊戯室で
ビデオをみよう！
カラフル氷がひとり１こ
もらえるよ♪

☆たいしょう：小学生以上 20 人（せんちゃくじゅん）
☆もうしこみ：6 月１８日(土)9：00 から
くわしくはもうしこみ用紙をみてね。
電話でも、もうしこみできます。

ボランティアさんが囲碁を教えてくれます。
初めての人でも大丈夫！将棋もできます。
もうしこみは、いりません。 たいしょう：
小学生から

2:00～3:30

あらふしぎ！
まほうの液で色が変わる「化学ペン」を使って
すきなえをかこう！

ご しょうぎ

囲碁将棋タイム

ひんやり シアター
３(金) 3：45～

予告

★工作タイム★

「しずくのモビール」

7 日(火)～10 日(金)
じどうかん

7 日・14 日・21 日・28 日(火)
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予告

★工作タイム★

「くるくる風車・ゴージャス」

７
月
の
お
し
ら
せ

７月６日（水）2:30～4:30
がらつきの折り紙を２枚つかった風車だよ！
ボランティアの方が作り方を教えてれます。
☆たいしょう：小学生から
もうしこみはいりません

支援：蔵前工業会(東京工業大学同窓会)

《ていれい活動》毎週あります。もうしこみはいりません。
卓球タイム

月・水

4:00～4:30

3 年生以上

今日は何する？
月・水
バドミントンタイム
月

4:00～4:30

小学生以上

5:20～5:45

3 年生以上

高学年タイム

火・木

5:20～5:45

4 年生以上

中高生タイム

水
５:15～5:45
1５(水)は 7:00 まで

女の子タイム
男の子タイム

木・金

4:00～4:20

あつまれ 425

木・金

4:25～4:55

〈中学生・高校生のための特別な時間〉
中学生・高校生 遊戯室全面を使って遊べます。
第３水曜日は 7 時まで遊べます。
遊戯室全面を使って、それぞれ
３日
小学生以上
(金)は
女の子だけ、男の子だけで遊べます。 ありま
小学生以上
せん
今月は「ろくむし」です！

花金５・６年

金

５:20～5:45

5・6 年生優先

★今月のお休み
5 日(日)
１１日(土) 館内整理日
１２日(日)
１９日(日)
２６日(日)

遊戯室の半面で卓球ができます。
遊戯室の半面で遊べます。
遊戯室全面でバドミントンが
できます。
遊戯室全面を使って遊べます。

遊戯室全面を使って遊べます。

〈 新型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。
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ぜひ児童館をご利用ください！
○乳幼児室は
平日は午前１０時から午後４時まで
土曜日は午前９時から午後５時まで
いつでもご利用いただけます。
○土曜日の午前は、遊戯室で乗り物に
乗れる「キッズカータイム」があります。

※いつでも参加・登録できます。無料です。

たなばた会

たなばた会
のお知らせ

ゆうキッズの「登録」は いかがでしょうか♪
○登録方法は「ゆうキッズ登録票（入館票と同様の内容）
」
にご記入いただくだけで OK です。
○ゆうキッズカードをお渡しします。
（来館時にお持ちください）
〇一度登録した方(カードをすでにお持ちの方)
もお声かけください。
令和４年度用のカードをお渡しします。

６月３０日(木)・7 月１日(金)
(どちらも同じ内容です)

10：30～11：10
ささかざりを作って
楽しくすごしましょう☆

★登録をすると、来館時に・・・

定員：各日３０組程度
対象：乳幼児親子どなたでもどうぞ
申し込みはいりません。

○入館票の代わりに「ゆうキッズ参加者名簿」へ
ご記入ください。
（記入内容がとても簡単になります）
○ゆうキッズカードにシールを貼れます。

登録をご希望の方は、受付までどうぞ！

年齢別プログラム
ゆうキッズスタート事業

10:30～11:00

10:30～11:10

10:30～11:10

7 日・14 日・21 日・28 日

2 日・9 日 16 日・23 日

対象：ねんね・おすわりの赤ちゃん

対象：とことこ歩くお子さん

対象：はいはい～よちよち歩きのお子さん

ふれあい遊びや工作などをしながら保護者同士
が交流できる時間です。
ねかせるためのバスタオルをお持ちください。

手遊びや体操、工作や絵本の
読み聞かせなどをします。

ふれあい遊びや工作・絵本の読み聞かせ
などをします。

10:00～13:00
6 日・13 日・20 日・27 日(月)
1 日・8 日・15 日・22 日・29 日(水)
対象：どなたでもどうぞ
すべり台やキッズカーであそべます。

3 日・10 日・17 日・24 日

30 日は
たなばた会のため
お休みです

10:30～13:00

10:30～11:00

4 日・18 日・25 日

23 日(木)・24 日(金)・28 日(火)

対象：どなたでもどうぞ

※年齢別
プログラムの中で
計測ができます。

遊戯室の半面を使ってあそべます。

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
0～18 歳(未就学児には付き添いが必要です)
★利用時間

。

★今月のお休み
5 日(日)

１１日(土) 館内整理日
小学生以上
１２日(日)
月～金曜日 午前 10:00～午後 6:00
土曜日
午前 9:00～午後 5:00
１９日(日)
※正午～午後 1:00 の時間は小学生以上は
２６日(日)
利用できません。
乳幼児親子
※サンカードの日（親子・団体利用の日）は
月～金曜日 午前 10:00～午後 4:00
当面の間、利用を休止しています。
土曜日
午前 9:00～午後 5:00
※日曜日はお休みです。

新型コロナウィルス
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。

