
2021 年度 汐入ふれあい館 

乳幼児だより 
       住所：荒川区南千住 8-2-2        電話：03-3806-9928  ✉メール：shioiri@unchusha.com 
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【乳幼児活動】 

マーク クラス名 曜日 時間 対象月齢 定員 

 こうさぎ（1 歳児） 
火 

10:15-10:55 R1.10.1～R2.4.1 20 組 

うさぎ（1 歳児） 11:15-11:55 H31.4.2～R1.9.30 20 組 

 
りす（2 歳児） 木 10:30-11:15 H30.4.2～H31.4.1 20 組 

 
きりん（3～5 歳児） 木 

①15:00-15:45 H27.4.2～H30.4.1 20 組 

②16:00-16:45 H27.4.2～H30.4.1 20 組 

 こぱんだ（0 歳児） 
金 

10:15-10:55 R2.10.1～R3.4.1 20 組 

ぱんだ（0 歳児） 11:15-11:55 R２.4.2～R２.9.30 20 組 
 

【乳幼児活動内容】 ※参加人数等により、内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。 

 
 

  

こぱんだ 

ぱんだ 

きりん 

こうさぎ 

うさぎ 

 1 日 レクリエーション遊び 

 8 日 風船遊び 

 15 日 音楽遊び 

 22 日 レクリエーション遊び 

29 日 製作遊び・誕生会 

乳幼児プレイパーク 

ベビーマッサージ 

ママトレ 

サロン・プレイルーム 

図書室がご利用できます 

サロン・プレイルーム 

図書室がご利用できます 

サロン・プレイルーム 

図書室がご利用できます 

乳幼児プレイパーク 

乳幼児プレイパーク 

りす 

持ち物 親子の上履き 

                      

持ち物 

親子の上履き                       

2021年度 

乳幼児クラス 

について 

乳幼児クラスの空き状況に 

関しては汐入ふれあい館に 

お問い合わせください。 

申込みに関しては 2 階事務室

にて受け付けています。 

乳幼児創作タイム 

乳幼児プレイパーク 

乳幼児プレイパーク 

おはなし会 

乳幼児プレイパーク 

ママトレ 

サロン・プレイルーム 

図書室がご利用できます 

乳幼児プレイパーク 

乳幼児プレイパーク 

ママトレ 

乳幼児プレイパーク 

3 日 おはなし会 

    カウンセラーさん訪問 

10 日 コーナー遊び 

17 日 梅雨製作 

24 日 乗り物遊び・誕生会   

乳幼児プレイパーク 

ママトレ 

 4 日 車遊び 

    カウンセラーさん訪問 

11 日 コーナー遊び 

18 日 足形アート 

25 日 レクリエーション遊び 

    誕生会 

 3 日 レクリエーション遊び 

10 日 新聞遊び 

17 日 レクリエーション遊び 

 カウンセラーさん訪問 

 24 日 制作遊び 

 

ふれあい館に関する 

アンケートはコチラ。 

ご意見・ご要望をお 

待ちしております！ 

親子で 

 マジシャン体験! 

mailto:shioiri@unchusha.com
http://www.meito.jp/hirobanet/images/dl-hiroba/sozai/201708/illust/0103.bmp


 
【来館されるにあたって】 

・来館時に検温のご協力をお願いします。 

・館内では水分補給以外の飲食はできません。 

・発熱がある方、息苦しさ、強いだるさ、軽度で 

 あっても咳・咽頭痛などの症状がある方は利用

をご遠慮ください。 

・利用前後に手指消毒や手洗いをお願いします。 

・マスクの着用と咳エチケットのご協力お願い 

します。 

 
 

 

乳幼児創作タイム 
 
 

６月２日（水） 14：00～15：00 

【 むちむち！風船スクイーズ♪】 
 

場所：創作室  定員：先着 4 組 
当日 13：45～より、2 階事務室にて受付を行います。 

 

☆★6 月から１週目になりました！★☆ 
今月の制作を作ったり、ぬり絵やおえかき、自由工作ができます♪ 

〈乳幼児プレイパーク〉 

9：30～11：45 

定員：１５組 
多目的室で元気いっぱい、思いきり体を動かし

て遊べます！いろいろな遊具が置いてあるの

で、ぜひ遊びに来てください♪ 
 

月曜日：7 日・14 日・28 日 

水曜日：２日・９日・16 日・23 日 

土曜日：5 日・12 日・19 日 

 

おはなし会 
 

６月３０日（水） 
11:00～11:30  

 

◆場所：多目的室予定 

◆定員：先着 15 組 

◆申込受付： 
当日(6/30)10：45～ 

2 階事務室にて受け付けます。 
 

※今年度は新型コロナウイルス感染予防の為、 

 手形アートは行いません。予めご了承ください。 

６月２１日（月） 
①１０：００～１０：４５ 

②１１：００～１１：４５ 

定員 各１０組 

◆場所：2 階和室   

◆対象：1 歳未満の乳児 

◆持ち物：①大きめのバスタオル 

 ②使い慣れたベビーオイル 

 ③赤ちゃんが水分補給できるもの 

（母乳の方は大丈夫です） 
 

・予防接種後 24 時間の参加はお控えください。 

・レッスンのお部屋は裸の赤ちゃんに合わせた 

室温にしていますので大人の方は体温調節 

しやすい服装でお越し下さい。 

・キャンセルする際は必ずご連絡ください。 
 

★7月の開催日→  12日（月） 

申込みは６月２１日（月）10：50～ 

2階事務室にて受付します♪ 

お知らせ 
汐入ふれあい館のホームぺージにて最新情報を

お知らせしています。プログラムの変更、中止に

ついても記載いたしますのでご確認ください。 

  https://fukushi.unchusha.com/shioiri/ 

 

         QR コードはこちら 

・過半数の日程に参加できる方が申し込むことができます。   ・キャンセルする際は必ずご連絡ください。 

・更衣室がありませんので、動きやすい服装でお越しください。・運動靴,タオル,飲み物も合わせてお持ちください。   

・当日キャンセル枠のご利用を希望される方は、2 階事務室にお声かけください。  

★７月の開催日→  5日、 12日 予定 

申込みは６月１４日（月）１０：００～２階事務室にて受付ます♪ 

 

講師の方をお呼びして、本格的に体を動かします！！ 

６月の予定： 7、14、21、28日 月曜日 
 

ピラティス 
 

13:00～13:45 
定員 20名 

 

インナーマッスルに働きかけるプログラムです！ 
 

★対象：乳児（０歳児）をお連れの保護者、お子

様を預けるなどして単独で参加できる方 
※ただし、幼児でもバギーに乗っている場合、または 

保護者のお隣で過ごせるお子さんはご参加できます。 

 

【お願い】 

プレイスペース、職員の配置がないため、お子様をお連れの

方は近くで見守りをしながらの参加をお願いします。 

エアロビ 
 

1４:00～1４:45 
定員 20名 

 

音楽に合わせて体を動かすプログラムです！ 
 

★対象：お子様を預けるなどして単独で 

参加できる方 
 

★持ち物：動きやすい中履き 

 

【お願い】 

プレイスペース、職員の配置がなく、動きのあるプロ

グラムになりますので、必ず単独でのご参加をお願い

します。 

https://fukushi.unchusha.com/shioiri/

