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2018 年 7 月号

「水あそび」
７/23（月）‣．29（日）．30（月）
10:30～11:45
お待たせしました！今年もテラスで水あそびを
楽しもう。暑い夏を元気に過ごそう！
✿ 対象：乳幼児（主に１歳児）と保護者
✿ 定員：なし

「どれみふぁコンサート」
7/8（日） 11:00 開演
子どもも大人も楽しめるコンサートです。
音楽が好きな人は、ぜひ！
詳細を知りたい方は事務室まで。

「土曜リトミック」

７/7（土）

10:30～11:30

パパ・ママ一緒に、ご家族での参加大歓迎！

「水道キャラバンがやってくる」

7/31（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

11:00～11:30

手遊びのほか水玉ちゃんがやってきて水道水のこと
を教えてくれます。記念品もプレゼント。
✿対象：乳幼児と保護者／✿出演：東京都水道局

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。７月のプログラムは、
６月 28 日から 受け付けます。

ママの小物づくり

プレイルーム全面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。

親子クッキング

「うちわづくり」

７/3（火）

「プラッと電車広場」
7/15（日） 9:00～11:30

10:30～11:30

白いうちわに絵を描いたりして、オリジナルの
うちわをつくります。これで暑さ対策はバッチリ？
✿対象：保護者の方
✿定員：12 人（当日、空きがあれば参加ＯＫ）

「じゃがいもでおやつ」

７/17（火）

10:30～11:30

じゃがいもを使ったおやつに挑戦します。
詳細はお楽しみに！
✿対象：離乳食が終わっているお子さんと保護者
✿定員：12 組（当日、空きがあれば参加 OK）

ぽかぽかタイム

「水あそびおもちゃ」

７/12（木）

10:30～11:30

待ちに待った水あそびの季節。今月は、水あそびで使える
おもちゃをつくってみんなであそびます。どんなおもちゃ
が完成するかな？
✿ 対象：乳幼児と保護者
✿ 定員：20 人
（当日、空きがあれば参加 OK）
✿完成したおもちゃを使って、
水遊びをする予定です。
お着替えをお持ちください。

「お母さんのヨガタイム」

７/18（水）

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。

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。
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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）

金

土

3

4

◆

9

にこにこ
12:00 まで

◆

1

「七夕」

キッズランド

7 月 5 日～7 日

9:00～12:00

10:00～5:30

将棋大会
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「プチぽか」
7/5･19 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。
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バースデー祝うでぇ
9:30～11:30
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「バースデー祝うでぇ」
7/22･23

9:30～11:30

時間中いつでも可能。お誕生日が分かる
ものをお持ちください。

キッズランド

水あそび

9:00～12:00

10:30～11:45

31
「めだかタイム」

水あそび

水道キャラバン

10:30～11:45

11:00～11:30

７/11

７/4

10:30～11:15

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。

10:45～11:15

練馬おはなしの会のみなさんに
よるわらべ歌やお話です。

↑ハイハイ時期のお子さん向けのプログラム↑
児童館 2 階の学童クラブ室にて、学童クラブ室開放型「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んと保護者

✿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（10:00～1:00）
◇ 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

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。
ゴロンゴロン、ハイハイ時期の赤ちゃんと、ゆっくり過ごしたい方は 3 階の児童館
がおススメです！ぜひ、ご利用ください。

「キッズランド」
７/1（日）・10（火）・16（月）・ 22（日）・ 26（木）
9:00～12:00
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
赤ちゃんもご利用いただけます。ぜひご利用ください。

