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千代田区西神田2-6-2

西神田児童センター

TEL5215－9062

FAX5215－9064
児童館は地域の子育て相談窓口です。

千代田区児童館合同卓球大会

平成30年度西神田児童センター観劇会

【日時】平成31年2月16日（土）
12：30～4：30
【場所】西神田児童センター4階体育室

平成３１年度学童クラブ
入会申請について

音楽人形劇『インセクト・虫たちの夕べ』

申込みは

児童センターに「劇団こがねむし」が
やってきます！
みんなで音と光がえがきだす
不思議な虫たちの世界を楽しもう！

各児童館より選抜された選手が個人の部・団体の部で
試合を行います！ぜひ応援に来てください♪
※当日は試合及び準備の為、体育室・プレイルームは
終日使用できません。

２月２日（土） １７：００まで です。
※時間厳守でお願いします。
第一希望の学童クラブへ提出してください。
申請書類は、各児童館・学童クラブで配布中です。
（区のホームページからもダウンロードできます）

詳細は裏面へ！！

いちご狩り＆現代産業科学館へいこう！
【日時】2月23日(土) 9時集合・出発 16時帰館予定
【対象】区内在住・在学・在園の親子 先着80名
【場所】観光農園 ドラゴンファーム
千葉県立現代産業科学館
親子バスハイク

2月２日(土)
・和菓子づくり １０：００～１２：００
地域の方と一緒にお茶席用の和菓子をつくります。

・お茶のお点前のお稽古 ２：００～３：００
・お茶会
３：００～４：００

詳細は裏面へ！

「ぷるぷるアロマ保湿ジェル＆フェイスシートマスク」
2月6日（水）10:30～11:30（要申込）
区内在住の子育て中の保護者

「ちよだ絵本の会」の
みなさんによる読み聞かせ

講師 円山 カヲリ先生
＊申込んだ方は忘れずに💛

月

申込は2月4日から受け付けます.（電話可）
お子さんの保育を希望する方は、一時預かり
（6か月・有料）をご利用ください。

子どもたちのお点前で、お茶席を行います。
お気軽にご参加ください。

保護者向けアロマ講習会

日

保護者向け陶芸講習会
「お皿をつくろう」
2月２２日（金）
1回目 午後1時～2時30分
2回目 午後2時30分～４時
対象 区内在住の子育て中の保護者
各回 10名ずつ（先着順）
講師 古内 直子 先生

ちいさなお茶会

8 日（金）3:30～
ほっとほっとひろばにて

火

水

「大妻女子大学パネルシアター部」
による公演
23 日（土）2:00～2:30
ほっとほっとひろばにて

木

お知らせとお願い
＜インフルエンザ等による学級閉鎖時の対応について＞
学級閉鎖措置がとられた場合、当該学級に在籍するお子さんの児童
館利用は、ご遠慮いただいております。インフルエンザの予防及びま
ん延防止のためご理解ご協力をお願いいたします。
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なかよしタイム
11:00～

よちよちタイム
（親子体操）
1・2歳児10:15～11:00
0歳児親子 11:00～

お休み

10

11

卓球クラブ 2:45～
12

13

よちよちタイム
お休み

お休み

ベビープログラム④

お休み
建国記念の日

18
なかよしタイム
（製作）

19
よちよちタイム
（ベビーマッサージ）
バスタオルを持参してね

小学生タイムスペシャル
20
大原ふれあい音楽あそび
10:30～11:30

日曜開放

2
バスケット講習会
9:30～11:30

1・2歳児

11:00～

０歳児

11:30～

体操クラブ
3歳児2:45～ 4・5歳児3:20～
小学生 4:05～4:50

小さなお茶会（初釜）
3:00～４:00

7
リトミッククラブ③

8

9

1歳：10:30～11:10
0歳：11:20～11:50

なかよしタイム

卓球クラブ特別練習
2:45～
工作タイム
2:45～

ちよだ絵本の会 3:30～

14

15

体操クラブ

リトミッククラブ④

なかよしタイム

工作タイム

体操クラブ

21

22

リトミッククラブ⑤

なかよしタイム
保護者向け陶芸教室

小学生タイムスペシャル
24

土

1
なかよしタイム

卓球クラブ特別練習
卓球クラブ

17

6
保護者向けアロマ講習会
10:30～11:30
ベビープログラム③
10:00～12:00
小学生タイムスペシャル
2:00～3:00

金

25
なかよしタイム
（誕生会）

26
よちよちタイム
（身体測定）

27

（申し込んだ方）

工作タイム
28

16

合同卓球大会
12:30～4:30

23
親子バスハイク
大妻女子大学
パネルシアター部公演
2:00～2:30

3月1日
骨盤調整と

観劇会
2:30～3:30

リトミッククラブ⑥

コアエクササイズ
（申し込んだ方）

工作タイム
月曜11時～（体育室）

なかよしタイム
金曜（音楽室）1・2歳11時～／0歳11時半～

よちよちタイム 区内在住の0歳親子 毎週火曜11時～ なかよしタイム 区内在住の未就園児親子
1・2歳親子体操 区内在住の1・2歳親子 月1回 第1火曜 10時15分～
卓球クラブ 区内在住・在学の小学生 火曜 2時45分～4時45分
体操クラブ 区内在住・在学・在園の幼児・小学生 金曜 年少2時45分～／年中長3時20分～／小学生4時05分～
工作タイム 区内在住・在園・在学の幼児・小学生 木曜 2時45分～ 小学生タイム 区内在住・在学の小学生 水曜 2時～3時
中高生タイム 区内在住・在学の中高生 月曜から土曜日 5時～6時（４階体育室 ３階ロビー）
※12時から1時は親子の専用タイム（体育室・プレイルーム）

バスケット講習会

特集
親子バスハイク

いちご狩り
＆
現代産業科学館へ行こう！
【日時】2月23日(土) 9時集合出発
16時帰館予定
【対象】区内在住・在学・在園の親子 先着80名
【場所】観光農園 ドラゴンファーム
千葉県立現代産業科学館
【参加費】大人2240円
小学生2000円
2～4歳1000円
0～1歳 無料
【申込】・2月6日(水)15時～
本人または保護者が直接申込（電話不可）
※空きがある場合2月12日(火)10時～（電話可）

平成30年度西神田児童センター

～観劇会～
『インセクト・虫たちの夕べ』
児童センターに「劇団こがねむし」が
やってきます！
みんなで音と光がえがきだす
不思議な虫たちの音楽人形劇を楽しもう！

日時：2月27日（水）
2：30～3：30
場所：西神田児童センター
対象：区内在住・在学・在園の
お友だちとその保護者の方
※申し込みは不要です。

【その他】・参加費は当日集金します。
・雨天の場合も同様の内容になります。
・申込用紙は受付で配布しています。

ママのための

骨盤調整とコアエクササイズ
日時
講師

３月１日（金） 9：45～10：45
理学療法士
田舎中 真由美（たやなかまゆみ）先生
対象 区内在住の子育て中の保護者 先着15名
申し込みは、2月15日（金）から受け付けます。（電話可）
※お子さんの保育を希望する方は、一時預かり保育をご利用
ください（6ヶ月以上・有料）
持ち物

バスタオル、細長いタオル（スポーツタオル）
動きやすい服装でご参加ください。

大原ふれあい音楽遊び
日時 2月２０日（水） １０：３０～１１：３０
対象 区内在住のお子さん（０～３歳）と 保護者（登録制）
☆大原医療秘書福祉保育専門学校の地域子育て支援プログラムとして
実施します。
*児童館だよりは、
千代田区ホームページ (http://www.city.chiyoda.lg.jp)
➡子育て・教育➡児童センター・児童館・学童クラブ➡各児童館からのお
知らせ からご覧になれます。ぜひご利用ください。

バスケット講習会
【日時】2/2、2/9（いずれも土曜日）
9：30～11：30
【対象】区内在住・在学の小学4年生～6年生（要申込）
【講師】谷村 蓮（たにむら れん）さん

小学生タイムスペシャル
～目指せ！体力アップ！～

【日時】2/6、13、20 3/13（いずれも水曜日）
2：00～3：00
【対象】区内在住・在学の小学生
【講師】山﨑 裕太（やまざき ゆうた）さん
※申込不要

日曜開放
日時：2月24日9：00～5：00
対象：乳幼児・小学生親子
場所：3階フロア （4階体育室の利用はできません。）

