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行

１２月行事報告
♪小さな人形劇場

２０１９年も大変お世話になりました。
２０２０年の幕明けも皆さんにとってよい年になりますように♪

ふーちゃん♪

♪ママカフェ SEIBU♪

♪チャレンジ教室♪

生花でクリスマスツリーを
つくりました

♪幼児クラブ「スマイル」♪
ペープサートに子どもたちは興味津々

♪はっぴぃ０・１♪

防災減災豆知識で風呂敷の
活用術をお披露目しました
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♪もちつき会♪

18 日（土） 申込
時間：11:00～12:00
対象：幼児親子・小学生 35 名
内容：もちつき体験をしよう！
申込：1/4（土）～
参加費：200 円(当日集金) あんこもちときなこもち・雑煮の予定です。
持ち物：お箸・飲み物・ゴミを持ち帰る袋
1 月のイベント

♪もくもくひろば♪

9 日（木） 自由参加

♪はっぴぃ０・１♪

10 日（金） 自由参加

時間：10:30～11:30

時間：10:30～11:00

対象：乳幼児親子どなたでも
内容：木のおもちゃであそぼう！

対象：０歳．１歳児と保護者
内容：親子でのふれあい遊び 防災・減災豆知識など

♪ぷくぷく測定♪ 自由参加
14 日（火）・２８日（火）
時間：10:30～11:00
対象：乳幼児親子どなたでも
内容：成長の様子を記録しましょう

♪ホッとサロン♪

14 日（火） 当日申込

時間：11:10～12:00
対象：乳幼児親子 5 組
内容：看護師とお話ししましょう

♪わくわくタイム♪

22 日（水） 自由参加

時間：１０:３０～１１:００ 対象：幼児親子

♪おはなしぱれった♪

15 日（水） 自由参加

時間：10:30～11:00
対象：乳幼児親子
内容：絵本の読み聞かせや、手遊びなど

♪幼児クラブ「スマイル」♪１6 日（木）登録制
時間：１０:３０～１１:１５
対象：2 歳以上の幼児と保護者
内容：1 月誕生会、節分を楽しもう

♪ママカフェ SEIBU♪

２9 日（水） 自由参加
「ママのひと息タイム」
時間：10:30～11:15 対象：乳幼児親子

ママ同士・スタッフと楽しく気軽にお話しましょう♪

内容：体をうごかして遊ぼう！

♪みんなでジャンプ♪

7 日（火）

申込
10:00～ 第 1 回目（対象：小学 3～6 年 各２０名）
11:00～ 第 2 回目（対象：小学 1・2 年 各２０名）
内容：基本的なトランポリン運動
講師：多賀城市民スポーツクラブ 佐藤あけみ 氏
持ち物：水筒・タオル・上靴・靴下（必ず履いてください）
申込：12/24（火）～
主催：山王小放課後児童クラブ保護者会

♪よさこいを踊ろう♪
9 日(木)、23 日(木) 登録制
時間：15：３0～
申込：随時募集中

対象：小学生

♪チャレンジ教室♪

15 日（水） 申込
時間：15：00～16：00 対象：小学生
内容：リングキャッチにチャレンジ

♪絵本の時間♪
♪ホールであそぼう♪

20 日（月） 申込

センターの体育館で遊ぼう！
時間：15:00～15:45
対象：小学生 20 名
持ち物：上靴・汗拭きタオル・水筒
★児童センターの利用方法★
・０歳から１８歳までの方が遊ぶことができます。
（未就学児は保護者の同伴が必要です。保護者がその場を離れて，お子さまだけで遊ばせること
のないようにお願いいたします）
・来館したら受付窓口で来館時間と名前を書いてください。
・ゴミ，オムツの持ち帰りにご協力ください。
・砂場用のおもちゃもあります。（館庭で遊ぶ場合も受付窓口で名前を書いてください）
・乳幼児親子は図書室で飲食ができます。飲食をする時は職員に声を掛けてください（12 時から
13 時）
・図書室の本が借りられます。１人３冊まで２週間の貸し出しです。
・行事がある日も遊べます。（遊ぶ部屋が制限される場合があります）
・小中高生は，遊戯室で遊ぶときは，上ぐつが必要なので持ってきてください。
・お金，おもちゃ，ゲームは持ってこないでください。
・遊び終わったら，きちんと片づけをお願いします。
・遊戯室は，「ボール遊びの時間」と「ボール以外の遊びの時間」が決まっています。
・センター利用の小学生の一人帰り最終時刻は 16:００ です。
※困ったことや分からないことはセンターの職員に相談してください。
・小学生はランドセルを置いてからあそびにきてください。
・行事に参加する場合は事前に申込みをしていただくと下校途中に来館できます。
（センター利用カードを使用ください）

１7 日（金） 申込

時間：15:30～16:00

対象：小学生 内容：絵本の読み聞かせなど

♪つくってあそぼう♪

29 日（水） 申込
時間：15:00～15:45 対象：小学生
内容：ハートのサシュをつくってみよう！
定員：30 名
申込：1/15（水）～
令和 2 年度 児童クラブの使用について

申請書は児童センターで配付している他、多賀城市役所の HP
よりダウンロードできます。

受付期間
2019.12/9（月）～2020.1/25（土）

配付受付時間
午前 9:00～午後 6:00（土曜日は午後 4:30 まで）
申請書を提出する場合は事前にご連絡ください。
確認に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持って
お越しください。

