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ひまわりダイアリー 

 

 

↑いずみちゃん↑ 

乳幼児向けおたより 

■住所：東京都狛江市中和泉3－１2－6 
■TEL：03‐3480‐1441  ■FAX：03‐3480‐1732 

■URL：http://fukushi.unchusha.com/izumi/

  

和泉児童館  
       社会福祉法人 雲柱社 

乳幼児利用時間:月曜～土曜 9:00～19:00 

《写真撮影について》 

●活動の様子を撮影し、館内に掲示することがあります。 

 ご都合の悪い方はスタッフまでお声かけください。 

●個人のカメラでお子さんを撮影される場合は、他の 

 お子さんが写り込まないようご配慮をお願いします。 

 また、SNS等への投稿はご遠慮ください。 

       わんぱくタイム    10:00～14:00 

     ※印が付いている日は 10:00～13:00 
 

  ホールですべりだい、ボール、はしごなどで 

 遊べる時間です。自由開放しています。お気軽にご参加 

 ください。ホールははだしでご利用ください。 

☺  

土曜わんぱく 10:00～13:00 
パパも一緒に遊びに来てください！ 

おやすみ 

☺※ 

☺※ 

おやすみ 

おやすみ 

おはなし会 
13:30～13:50 

 プログラムについて 
 上記のプログラムは 

全て裏面に詳細が載って 

います。詳しくはそちら 

でご確認ください。 
 

          ←☆マークは 

   プログラムの申込み 

   開始日です。 

☺ 

Ａ. １０：３０～１０：５０ 

Ｂ. １１：００～１１：２０ 
 

わらべうたと 

 絵本の会 

すくすく測定 

13:30～14:30 

☺※ 

 ランチタイムについて 
 

・月～金曜日 通常の日  11:30～13:00 

・プレイルームで午前中活動がある日 12:00～13:00 

・土曜日、長期休暇など学校休業日  12:00～13:00 

      体操タイム 10:40～10:50頃まで 

   ←このマークがある日は、ホールで体操タイム 

    を行います。お気軽にご参加ください。 

  

☺ 

 

 Ａ. １０：００～１０：３０ 

 Ｂ. １０：３５～１１：０５ 

  C. １１：１０～１１：５５ 
 

ひまわりリトミック 

おやすみ 

すくすく測定 

13:30～14:30 

☺※ 

土曜わんぱく 

10:00～13:00 
☺ 

おやすみ 

 市の巡回相談 

13:３0～1５:３0 

おやすみ 

☺ 

  ランチタイム延長します！！ 
 

 カレンダーに  マークがついている日は 

10:00～13:00の間、プレイルーム内で 

いつでも食べ物を食べてＯＫ！ 

 ぜひ、ご利用ください。 

※プレイルームのおもちゃでは遊べません。 

 

けん玉検定 
14:00～15:00 

☺※ 

ベビーマッサージ 
Ａ 10:30～10:45 

Ｂ 11:15～12:00 

人形劇 
10:30～11:20 

ハロウィン 

   パーティー 
10:30～11:50 

☺ 

☺ 

栄養相談 
13:30～14:20 

   子育てくらぶ 
 同年齢のお子さん・保護者の方と 

一緒に体操、手遊び、製作などを 

行います。 

 詳しい活動日などは、子育てくらぶ 

のチラシでご確認ください。 



【日 時】毎週木曜日 16:00～17:00 

【場 所】和泉児童館 グラウンド 

【対 象】全年齢 

(小中学生も一緒に遊びます) 
※当日お越しください。 

※雨天時やグラウンドコンディション 

不良の場合は中止になることがあります。 

 

【日 時】5 日(土) 14:00～15:00 

【場 所】ホール 

【対 象】全年齢(小中学生も一緒に遊びます) 
※当日お越しください。 

ボランティアの先生がやさしく丁寧に教

えてくれます。幼児さん用の小さいけん玉

もあるよ！ 

きょうだいでの参加もＯＫ！ 

興味のある人はぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

講師の方が、わらべうた遊びや絵本の 

読み聞かせをしてくれます。 
 

【日 時】02 日（水） 

 A 10:30～10:50 対象 0,１歳 

 B 11:00～11:20 対象 2 歳以上 
※きょうだいのいる方は上のお子さんの

年齢に合わせてご参加ください。 

※当日お越しください。 

 

 

リズムに合わせて音楽を体で体験しましょう。 
 

【日 時】17 日（木） 

A 10:00～10:30 

対象１歳～１歳 6 ヶ月 

B 10:35～11:05  

対象１歳７ヶ月～2 歳 3 ヶ月 

C 11:10～11:55  

対象 2 歳 4 ヶ月～3 歳 11 ヶ月 

【定 員】A,B クラス 20 組 

C クラス 25 組（先着順） 

  【申込み】9 月 26 日(木) 

Ａクラス   10:30～  

Ｂ、Ｃクラス 11:00～ 

 

 

 

相談員が身長・体重をプレイルームまたは

図書室で測定します。 
 

【日 時】 03 日（木）13:30～14:30 

21 日（月）13:30～14:30 

【対 象】1 歳未満のお子さん 

※当日お越しください。 
 

 

おはなし会 すくすく測定 

 

わらべうたと絵本の会 

 

ひまわりリトミック 

 

 

 

ボランティアの方による、絵本の読み 

聞かせと手遊びの時間です。 
 

【日 時】 

10 日（木）13:30～13:50 

※当日お越しください。 

※乳児のみ 

スラックライン 

１１月のプログラム 

児童館の中隠れているターゲットを探して 

全部見つけてスタンプを集めよう! 

たくさん集まると景品がもらえるよ！ 

【開催日時】毎週 月・木・金 

10:30～18:50 まで 
 

 

 

このマークの日に→ 

行っています。 

いずみハント ←このマークの日に 

行っています。 

★リトミック 
【日 時】11 月 14 日（木）10:00～ 

【申込み】10 月 24 日（木） 

Ａクラス   10:30～ 

Ｂ，Ｃクラス 11:00～ 
詳しくは１１月のおたより・各種チラシをご覧ください。 

 

【日時】21 日（月）16:00～18:00 

講師の方が教えてくれます！ 

★ファミリーデー 
【日 時】11 月 30 日（土） 

【申込み】10 月 31 日（木）11:00～ 
 

★ベビーダンス 
【日 時】11 月 11 日（月）10:20～ 

【申込み】10 月 21 日（月）11:00～ 
 

★さつまいもほり 
【日 時】11 月 18 日（月）10:30～ 

【申込み】10 月 24 日（木）11:00～ 
 

市の巡回相談 

市役所の子育て支援専門員の方が 

児童館に来てくださいます。 

幼稚園や保育園などに関する情報など、 

お気軽にご相談ください。 
 

【日 時】  7 日（月）13:30～15:30 

【対 象】未就学児のお子さんと 

     その保護者の方 
 

 

けん玉検定 

 
【日時】平日 10:00～14:00  

【場所】和泉児童館グラウンド内 

 

三輪車タイム ※利用する場合は館内の受付に名前を 

ご記入ください。 
※天候や、グラウンドのコンディションが 

悪い日は三輪車タイムは行いません。 

あらかじめご了承ください。 

人形劇 
 

  10 月３日(木) 
  10：30～11：20 

 

【対象】乳幼児親子 

【場所】和泉児童館 ホール 

【申込み】9 月 10 日(火)11:00～ 

【定員】65 組(先着順) 

【出演】人形劇グループ 

「ぱぴぷぺポン」 

【演目】  ・箱からポン 

      ・かえるとうし 

      ・ソーティサルレイタス 
 

  ※詳しくは人形劇のチラシを 

ご覧ください。 

ハロウィンパーティー 
 

10 月 19 日(土) 

10：30～11：50 
 

【対象】乳幼児親子 

【場所】和泉児童館 全体 

【申込み】9 月 27 日(金)11:00 

～10 月 16 日(水)19:00 まで 

【定員】乳幼児親子 100 組(先着順)。 
 

【内容】ハロウィンにちなんだゲームをし 

たり、仮装をして写真を撮ったり 

しましょう！ 
 

※詳しくはハロウィンのチラシを 

ご覧ください。 

 

ベビーマッサージ 
 

10 月 28 日（月） 
A クラス 10:00～10:45 

対象 2 ヶ月～8 ヶ月 

B クラス 11:15～12:00 
対象９ヶ月～1 歳半 

 

ママからの「大好き」を手から伝えて 

あげる、ベビーマッサージです。楽しく 

にぎやかにふれあいを楽しみましょう。 
 

【申込み】9 月 30 日(月)11:00～ 

【定 員】各 15 組（先着順） 

【持ち物】バスタオル、替えのオムツ、 

赤ちゃんの飲み物 

※児童館窓口で直接お申込みください。 

※詳しくは、チラシをご覧ください。 

★幼児食教室 
【日 時】11 月 21 日（木）10:30～ 

【申込み】10 月 21 日（月）11:00～ 
 

栄養相談 

 狛江栄養士会の栄養士さんに、「食」に関す

る困っていることなど、気軽に相談できます。 
 

【日 時】 21 日（月）13:30～14:20 
 

時間には余裕をもってお越しください。ま

た、人数によっては早めに受付を終了する場合

がございます。予めご了承ください。 

 

対象：6 歳まで 


