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2023年5月発行

6月 乳幼児親子 小学生 中高生

お父さんイベント

わんぱくひろばからお知らせ

クルクル・キラキラ万華鏡。世界に1つだけのオリ
ジナル万華鏡を作ろう！

身体測定

　    皆様のご理解とご協力をお願いします。

 対象：区内在住の2ヶ月～１歳未満の親子

リトミック

幼児クラブからお知らせ

休　　　館　　　日

アート＆クラフト

「カレイドスコープ」

ダンスクラブ

幼児クラブ（すくすく）

 講師：こまつ　あさこ先生

＊現在、冷水器から直接水を飲むことは出来ませ
ん。水筒をお持ちください。

＊学童クラブを除き、館内での喫食は禁止としてお
りますが、0～2歳児の補食に限り、平日９時～13
時まで可とします。

 申込み開始：5月30日（火）～　5階受付にて

　ねんねクラス（1歳未満）：11：00～11：30

   子育てに役立つ楽しいお話を聞きながら、赤ちゃん
がリラックスできるマッサージを行います。

中高生イベント

休　　　館　　　日

  電話または受付にてご予約下さい。代理予約はできません。

おはなしでてこい（二コリン座）

■運動遊びやリズム遊び、工作やお誕生会などを

      親子で一緒に楽しく行っています。

日曜開放（9時～17時まで）

わんぱくランド

幼児クラブ（よちよち） ダンスクラブ

ダンスクラブ　日時：6月12日(月)　　  　①14：30～15：20

　　書道の体験をしてみませんか？

　　講師の先生が1人ずつ教えてくださいます。

　 　 ②15：30～16：20

　定員：各回８名程度

　場所：スタジオ2

リトミック

　小学生は、参加者本人が申し込みをしてください。

  電話・代理予約・キャンセル待ちはありません。

アート＆クラフト

幼児クラブ（すくすく） 書道教室

ベビーマッサージ

書道教室

 定員：10組まで

 日時：6月15日（木）・16日（金）

 乳幼児：14：00～15：00

 区内在住・在学の小学生が対象です。

 日時：6月6日（火）

 小学生：15：30～16：30

 定員：各日15名まで
＊児童館を利用できるのは、区内在住・在学・在園の0歳から18歳までの児童とその保護者です。
＊児童館は地域の子育て窓口です。
＊おたよりは、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
　お知らせからも見ることができます。

ダンスクラブ

♦すくすくクラス：２歳以上対象

月曜日　10：55～11：45

   ♦よちよちクラス：0・１歳対象

木曜日　10：55～11：45

  親子で楽しく音楽に合わせて、歌ったり踊っ
たりしてみませんか？

  日時：6月28日（水）

  あんよクラス（1歳以上）：10：20～10：50

 　汚れてもよい服装で、ご参加ください。

 時間：10：30～11：30

  定員：各回10組まで

　申込開始：6月21日（水）～

　＊熱や咳が出ているときは、遊べません。

　＊手指消毒をしてから、遊びましょう。

申し込みは活動日の6日前からです。

富士見わんぱくひろば 千代田区富士見１－１０－３富士見みらい館５F ☎３２６３－１１８５

その他の活動は、中高
生版ニュースレターに
詳しく載せています。



名称 対象・クラス 実施日 時間 講師・担当 内容 名称 実施日 時間・対象 内容

  9:00～12:00

13:00～17:00

木曜
  9:00～12:00

6/8・15・22 13:00～17:00

月曜
スタジオ 適宜 ※1 上映会や集団遊び等を実施しています。

6/5・12・19
テラス 適宜 ※1

ホッピングや竹馬、フラフープ等をして体を動
かすことができます。

①0～2歳 13:15～13:45 アリーナ 適宜 ※1
ドッヂボールやサッカー、バドミントン等をして
体を動かすことができます。

②3歳以上 14:15～14:45 卓球クラブ(登録制） 9月開始予定 14:30～15:30
登録制の卓球クラブです。初心者・経験者、どな
たでも参加できます。

 15:00～15:45 　3年

 16:00～16:45 4-6年

 15:00～15:45　 1年 

 16:00～16:45 　2年

　アート＆クラフト
（申込制）

6/15・16 15:30～16:30 ちょっと特別な工作を行っています。

書道教室 6/12 15:30～16:30
講師を招き、書道の体験ができます。また作品を
館内に掲示することができます。

ギネスに
チャレンジ！

次回は７月です 15:30～16:30 様々な種目に挑戦！

おはなしでてこい 6/20 15:30～16:00
ボランティアグループ「ニコリン座」による本格
的な紙芝居が鑑賞できます。

けん玉教室 6/7 15:30～16:30
けん玉協会の講師を招き、けん玉検定を受ける
ことができます。

名称 実施日 時間 内容

①あんよクラス
1歳以上

①10:20～10:50

②ねんねクラス
1歳未満

②11:00～11:30

①10:30～11:00

②14:00～15:00

中高生ダンス
（登録制）

幼児クラブ
すくすく
（申込制）

2歳以上（親子）

ベンジャミン先生
リズム体操や歌、ゲームなどをしながら楽し
く英語に触れていきます。電話予約可能で
す。

14:00～15:006/15・16

0・1歳（親子）

乳幼児親子

   アート＆クラフト
（申込制）

乳幼児親子

えいごであそぼう
(申込制）

乳幼児の保護者

保護者から離れて
活動できる幼児

書道体験教室 14:30～15:00 豊田九華先生
実際に墨と毛筆を使い、文字を書く体験が
できます。

現在休止中

小学生向けプログラム
＊児童館のクラブ等は、友達と一緒に様々な体験をし、楽しむためのプログラムです。乳幼児向けプログラム

2023年6月　 富士見わんぱくひろばプログラム一覧

※掲載内容については、新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止・変更する場合があります。

創作活動室 随時
工作やボードゲーム、ぬり絵等ができます。
また火曜と土曜はプラバンを作ることがで
きます。

月曜～土曜 ※2
わんぱくスタッフ

あいぽーと
千代田区在住の生後4か月～就学前のお子
さんを預けることができます。

卓球やビリヤード、サッカーキッカー等ができ
ます。また、5階にはないマンガやボードゲーム
があり、目的に応じて遊ぶことが出来ます。

一時預かり保育
（面談・登録制）

生後4ヶ月～
小学校就学前

幼児クラブ
よちよち
（申込制）

プレイルーム 随時

毎週金曜

ダンスクラブ

（登録制）
随時
※1

わんぱくスタッフ
又は保健師

子育ての不安や悩みなどのご相談にお応え
しています。その他、月に一度保健師に相談
もできます。

運動遊びや季節の工作等を行います。合同
のイベントも年に数回実施しています。

月1回程度
※1

14:15～14:45

随時
※1

谷川梨紗先生
年齢別の活動で、音楽に合わせて振付けの
練習をします。

10:55～11:45 わんぱくスタッフ

中高生タイム

親子での触れ合い遊びや季節の工作を行い
ます。合同のイベントも年に数回実施してい
ます。

現在休止中

 [表記案内]■乳幼児 ■小学生 ■中高生 赤字…変更事項
               ※1…館内掲示　※2…初回は乳幼児医療証の確認あり

6/28

毎週木曜

わんぱくスタッフ

身体測定 乳幼児親子 6/21

親子で作れる特別な工作を行っています。

おはなしでてこい 乳幼児親子 6/20 15:00～15:30 ニコリン座
親子ともに本格的な紙芝居を鑑賞できま
す。

11:00～11:30 わんぱくスタッフ
身長と体重、手型等の記録を取ることがで
きます。

中高生向けプログラム

ダンス講師による振り付けで音楽に合わせ
て練習をします。年に数回発表会を実施して
います。
今後、曜日や時間等に変更の可能性がありま
す。親子ひろば相談

キッズダンス
（申込制）

スタジオ講習会
（予約制）

月曜～金曜

スタジオ講習会後に使用ができます。防音室
は2部屋あり、バンド活動や演劇練習、ダンス
の振付けの練習等もできます。

スタジオ利用
（登録制）

随時

17:00～18:30
上記の時間以外は要予約

スタジオを利用する際の注意事項や、予約の
取り方等を15分程度お伝えします。

17：00～18：006/21中高生イベント

17:00～19:00
創作活動室やプレイルーム、アリーナ等で遊
ぶことができます。土曜はプレイルームの利
用ができません。

随時

9:00～18:45
12:00～13:00は要事前

予約

10:00～12:00
ACT（アクト）

ファシリテーター

産後、家にこもりがちなお母さんがコミュニ
ティーに参加するきっかけとなる、赤ちゃん
とママの交流会です。

ベビママの会
（申込制）

アメリカ心理学が開発した虐待防止を目的
とした育児支援プログラム。保育希望者に
は保育も可能です。

ママ茶
（申込制）

乳幼児の保護者 次回は9月です 10:30～11:30 わんぱくスタッフ
乳幼児保護者の出会いの場として育児の悩
みや相談、情報交換など楽しくお話をしなが
らママ友を繋げていきます。

生後1ヶ月～
1歳未満（親子）

他館実施

月2回
※1

17:00～18:00
講師を招き、音楽に合わせて振付練習を行
います。年に数回、館内で発表会も行ってい
ます。

ボードゲームやスポーツなど、毎月1回、中高
生同士の交流を目的としたイベントを行って
います。

ACT（アクト）
すこやか子育て講座

（申込制）

生後6ヶ月～
6歳（親子）

ベビーマッサージ
（申込制）

他館実施 10:00～12:00
ACT（アクト）

ファシリテーター

わんぱくスタッフ
乳幼児向けの工作やゲームを行っていま
す。

わんぱくランド 乳幼児親子 6/23

丸木美花先生
音楽や歌に合わせて体を動かします。
電話予約可能です。

リトミック
（申込制）

生後2ヶ月～
1歳未満（親子）

6/6 10:30～11:30 こまつあさこ先生
1歳未満児親子のマッサージ体験を行いま
す。


