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プログラムについて
実施するプログラムは裏面に概要が載っています。

詳しくはそちらでご確認ください。

2022年度

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 ■FAX03‐3480‐1732

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

和泉児童館
社会福祉法人 雲柱社

おやすみ

おやすみ

体操タイム
ホールで一緒に体操しましょう♪

←このマークの時

10:40～10:50頃まで
←このマークの時

13:40～13:50頃まで

おやすみ

すくすく測定

10:00～11:20

乳幼児利用時間：月曜～金曜 9:30～14:15 (9日、20日は15:00まで) 土曜 9:30～11:30 電話受付：9:00～19:00

ｃ

リトミック
A,B,Cクラス

乳幼児制作
9:30～10:15

10:45～11:30

ひろばは

お休みです

こぱんだクラス➄
A .10:00～10:30

B .11:00～11:30

抱っこひも講座
1０:00～1１:45

おはなし会
1３:30～1３:50

三輪車タイム

はプログラムの申し込み開始日です。

おやすみ

15:00までです

クリスマス会
10:30～11:30

ｃ

ｃ

ｃ

児童館の利用が可能な時間は、グラウンドで三輪車に乗って遊べます。

グラウンドコンディションが悪い日は行いませんのでご了承ください。

＜乳幼児さんの児童館利用について＞

☆平日の利用時間・・・①9:30～11:30 ➁12:15～14:15

☆土曜日の利用時間・・③9:30～11:30 各回 定員 先着20名程度

☆通常利用ご希望の方は、お電話でのご予約をお願いします。

（１週間に２回まで、翌週分まで可能）

☆プログラムによっては通常利用がご利用頂けない日もあります。ご了承ください。

☆2日（金）、12日（月）、15日（木）17日（土）の9:30～11 :30は

通常利用はお休みです。

☆1月は4日（水）から開館いたします。

離乳食教室
10:30～11:30

すくすく＆

栄養相談

10:30～11:30 15:00までです

【冬季休業について】

12/29(木)～1/3(火)まで和泉児童館は

休館となりますのでご了承ください。

1/4(水)より通常通り開館します。

おはなし会
1３:30～1３:50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

相談員が身長・体重を測定します。 

お子様に触れて測定します。接触が気に

なる方はご遠慮ください。   

 

【日 時】 

1 日(木) 10:00～11:20 
 

【定 員】 
4   組 

※お電話にてご予約下さい。 

(先着順)です 

 
１日(木)の予約受付 

  【11 月 21 日(月) 9:30～】 
 
 

 
 
 

すくすく測定 

おはなし会 

【日 時】 

①18 日(木) 13:30～13:50 

②15 日(木) 13:30～13:50  

【定 員】8 名程度(保護者含む) 

※予約制(先着順)です 

 ※予約受付①11 月 28 日(月)9:30～ 

②12月 55 日(月)9:30～ 

 

 

 

抱っこひも講座  
講師の先生が抱っこひものよりよい 

使い方をレクチャーしてくれます。 
 

【対 象】3 か月～1 歳 6 か月 

 ※首のすわってないお子さん、 

 妊娠されている方も参加可能です。 
 

【日 時】12 日(月)  

10:00～11:45 
 

【申込み】11 月 30 日(水)  9:30～ 
 

     詳しくは、チラシをご覧ください。 

乳幼児制作 
クリスマスをテーマにした工作を行います。 

親子で一緒に楽しみましょう♪ 
 

 【日 時】6 日(火)  
①9:30～10:15 ②10:45～11:30 

 

【定 員】各 8 組 
 

【申込み】 

11 月 24 日(木) 9:30～ 
  

  詳しくは、チラシをご覧ください。 

 
 
【日 時】  19 日(月)  

10:30～11:30 
 
【定 員】 13 組  
 

※予約受付 

【12 月 12 日(月)  9:30～】 

 

※上記時間内で 15 分毎に 

1 組ずつの入れ替え制です。 

 

＜児童館を利用する際のお願い＞ 

・新型コロナウイルスの感染状況により、活動が変更・中止になることがあります。ご了承下さい。 

・来館される際は、ご家庭での検温と、入り口での手指消毒をお願いします。 

・大人の方と 4 歳以上のお子さんは、マスクの着用をお願いします。 

・定員があるプログラムについては狛江市在住の方のみとさせていただきます。 

・小さなお子さんが利用する公共施設ですので、感染症や体調不良等の症状がある場合はご利用を控えていただきます

ようお願いいたします。学級・学年閉鎖になり通園できないお子さんは本人が元気でも来館できません。 

 皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 

・施設内では水分補給と授乳以外の飲食はできませんのでご了承ください。 

・室内は乳児さんも利用しているため、汚れた服や園服等は着替えてきてくださるようご協力お願いいたします。 

・活動の様子を撮影し館内で掲示する場合があります。ご都合が悪い場合はお申し出ください。 

・個人で撮影を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いたします。 

 
狛江栄養士会の方が乳児期の食生活の特徴の

お話をしてくれます。 

食事に関するご相談にもお答えします。 
 

【日 時】 5 日（月） 10:30～11:30 
 

【対 象】                           

1 歳～1 歳半のお子さんをお持ちの 

保護者の方 
 

【定 員】  8 名程度  
 

【予 約 受 付】 

11 月 21 日(月) 9:30～ 

12 月 2 日(金)19:00 
 

※詳しくは、チラシをご覧ください。 

 

離乳食教室 

 

すくすく測定＆栄養相談 
ひまわりリトミック 

 
【日 時】  １５日(木) 

A  10:00～10:25  受付 19:55～ 

B  10:35～11:00  受付 10:30～ 

C  11:10～11:50  受付 11:05～ 

【対 象】 
A１歳～1 歳 6 か月 

     B１歳 7 か月～２歳３か月 

C２歳 4 か月～3 歳 11 か月 

【定 員】対象の乳幼児 各 8 名 

【申込み】12 月１日(木) 9:30～ 
 

※詳しくは、チラシをご覧ください。 

 

乳幼児 クリスマス会 
 

12月 13日(火)10:30～11:30 
 

【対 象】乳幼児親子 

【場 所】西河原公民館 3 階ホール 

【定 員】  50 組（先着順） 

【申込み】12 月 1 日(木) 10:30～ 

12 月 12 日(月)19:00 
【内 容】 

クリスマスのお話、ハンドベルの演奏、 

など、一緒に楽しい時を過ごしましょう！ 
 

※詳しくはクリスマス会チラシをご覧ください。 

 

★第3期子育てくらぶ申込み開始 
 

同じ年齢同士で集まって遊びましょう 

 

こぱんだ …1 月 13 日（金）19:30～ 

 ぱんだ …1 月 13 日（金）10:15～ 

 うさぎ …1 月 10 日（火）19:30～

こあら …1 月 10 日（火）10:15～ 
 

※詳しくは子育てくらぶチラシ 

をご覧ください。 

 


