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平和台児童館

乳幼児向けプログラムのご案内

2018 年 5 月号

「プチぽか」

5/10･24･31(木)
５月 12 日（土）に光が丘公園で「練馬こどもまつり」が開催さ
れます！
平和台児童館は光が丘公園会場で「フェイスペイント」のブース
と小中高生合同バンドによる演奏を行います！
お散歩にもぴったりの公園です。ご家族でご来場ください。
平成 30 年５月 1２日（土）午前１０:３０～午後３:３０
悪天候の場合は、中止または順延
（順延の場合は 5 月 1３日（日）に実施）

10:45～11:15
１歳児親子さんを対象にした 30 分のミニプ
ログラムを行います。
✿対象：乳幼児（主に１歳児）と保護者
✿定員：なし

「土曜リトミック」

５/19（土）

※こどもまつり実施日、児童館はお休みです

10:30～11:30

パパ・ママ一緒に、ご家族での参加大歓迎！
申し込みが必要なものは、児童館事務室に直接申
し込みをしてください。５月のプログラムは、
４月 2７日から 受け付けます。

ぽかぽかタイム

「お母さんのヨガタイム」

５/16（水）

「あじさいスタンプ」

５/17（木）

10:30～11:30

雨の日が続く「梅雨（つゆ）」も間近です
ね。今回は、雨の日も楽しくなるようなス
タンプ遊びをします。
✿対象：乳幼児と保護者
✿定員：20 人
（当日空きがあれば参加 OK）
※汚れても良い服装でご参加ください。

「バナナでおやつ」

５/15（火）

10:30～11:15

お子さんがいても参加できるヨガタイム。産後のか
らだに効果があるポーズなどを教えてくれます。激
しい動きはありません。安心してご参加ください。
✿対象：乳幼児の保護者（お母さん）
✿定員：12 組
（当日、空きがあれば参加 OK）
✿持物：ヨガマット（なければ大きめの
バスタオル）、水
分
※動きやすい服装でご参加ください。

「バースデー祝うでぇ」

５/27（日）･28（月）

親子クッキング

10:30～11:30

バナナを使ったおやつづくりをします。
✿定員：12 人
✿対象：離乳食が終わっているお子さんと保護者
（当日空きがあれば、参加 OK）

ママの小物づくり

「革のアクセサリー」

５/22（火）

✿対象：年齢制限なし
✿服装：動きやすい服装でお越しください

10:30～11:30

おしゃべりしながら小物づくりを楽しみましょう
✿定員：12 人
✿対象：保護者の方
（当日空きがあれば、参加 OK）

9:30～11:30

5 月に誕生日を迎える乳幼児の親子さんに向けて、
ささやかなプレゼントを用意します。
事務室に声をかけてください（時間中いつでもＯＫ）
✿対象：５月生まれの乳幼児と保護者
✿持物：誕生日がわかるもの

「プラッと電車広場」

５/3（祝）･20（日） 9:00～11:30
プレイルームに電車を出して遊びます。
ご家族での参加も大歓迎！
プラっとレールをつなげにきてね。
20 日はプレイルーム全面を使って遊ぶよ！
１！

平和台児童館の開館時間：平日土曜

9:00～6:00（中高生は 7:00 まで）
、日曜祝日

9:00～5:00（中高生も 5:00 まで）

※毎週水曜・土曜は 5:00 から 3☆Peace です。※3☆Peace は、中高生の活動です。

月

火

1

水

2

木

3

7

8

◆

14

15

◆

4

憲法記念日

キッズルーム／9:00～12:00
小学校が休みの日、幼児親子専用で図書室とプレイルームの
半面を使えます。（半面は小学生以上の利用になります）
※12:00～13:00 は幼児親子専用の時間になります。
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※キッズランド

練馬こどもまつり
12 日（土）10:30～3:30
悪天候の場合は 13 日（日）に延期
実施日、児童館はお休みです
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「キッズランド」
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※児童館運営委員
会開催のため、プ
レイルームは、
1:00 からの利用
になります。
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５/6（日）・13（日）・14（月）・21（月）・27（日）

プチぽか

9:00～12:00

10:45～11:15

いつもの遊びにさらにプラス！広いスペースで
のびのび遊ぼう（プレイルームにボールプール、
トンネル、すべり台などを出します）
。
12:00～1:00 は乗り物で遊べます。

キッズランド

バースデー祝うでぇ
9:30～11:30

9:30～11:30

キッズランドは、“赤ちゃんコーナー”もご用意し
ますので、ゴロンゴロン、ハイハイ時期の赤ちゃん

児童館 2 階の学童クラブ室にて、学童クラブ室開放

もご利用いただけます。ぜひご利用ください。

型「にこにこ」を実施しています。

✿対

象：ハイハイ時期までのお子さま

✿実施日：カレンダーのマークをご覧ください

◆

印＝にこにこ

／月曜・水曜・金曜（10:00～13:00）
◇ 印＝グループ利用／木曜（10:00～12:00）
※グループの利用がない場合は一般開放になります
予定については、お問い合わせください

※13 日に、こどもまつり開催の場合、休館となるので
キッズランドもお休みします。

↓ハイハイ時期のお子さん向けのプログラム↓

「めだかタイム」
５/ 9

10:30～11:00
子育てのヒントになる豆知識を紹介します。
今月は、離乳食の紹介です。

対象時期を分けることで、みなさまに
快適に過ごしていただきたいと考えています。
歩けるようになったお子さんは、
3 階の児童館で遊んでくださいね！

５/ 23

10:45～11:15
練馬おはなしの会のみなさんによる
わらべ歌などの時間です。

