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平和台児童館

乳幼児向けプログラムのご案内

キッズフェスティバル
11/16（金）10:30～11:30

2018 年 11 月号

ちびっこ
たちも
楽しもう！

乳幼児が主役の「キッズフェスティバル」
。
たけのこクラブのメンバー（２歳児以上の親子のクラブ）と児童館
スタッフが小さい子が楽しめる遊びのお店やカンガルー商店（洋服
の譲り合いっこ）をおこないます。
参加費無料 :（当日チケットを配布します／１組１セット）
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。11 月のプログラムは、
10 月 29 日から 受け付けます。

「MOMO さんの簡単ヘアアレンジ」
11/6（火） 10:30～11:30
美容師でお母さんの MOMO さんが編み込みの
コツを教えてくれます。
✿定員：12 組
✿対象：ヘアアレンジに興味がある保護者
✿持物：お子さんがお気にいりのヘアゴム 2 本くらい
コーム（くし）
※ブロックを分けるため、持ち手の先がとがっているもの

ぽかぽかタイム「もみじの壁面アート」

11/15（木）

10:30～11:30

芸術の秋！季節を感じる作品を一緒に作りませんか？
✿対象：１歳以上の幼児さんと保護者
✿定員：2０組（当日、空きがあれば参加 OK）
※手形スタンプをします。汚れても良い服装でご参加ください。

親子クッキング「スープでおひるごはん」

11/13（火）

お子さんの洋服募集！
「キッズフェスティバル」で
カンガルー商店（洋服の譲り
合いっこ）を行います。
お子さんが着なくなった洋服をご提供ください！
・破損のない、お洗濯すみのもの
・サイズがわかると助かります
・100cm～150cm も歓迎！！
期間：2018 年 10 月 27 日～11 月 11 日

受付：児童館事務室

「プチぽか」
11/1．8．22．29（木）10:45～11:15
ぽかぽかタイムがない木曜日に１歳児親子さんを対象にした
約 30 分のミニプログラムを行います。
1 日は散歩に行きます♪ 詳しくは館内のポスターをご覧ください。

✿対象：乳幼児（主に１歳児）と保護者
✿定員：なし
✿今後の予定：12/13・20

「キッズランド」
11/3（土.祝）．12（月）．18（日）
23（金.祝）．28（水） 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。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。

10:30～11:30

スープをつくり、できあがったら…みんなでいっしょに
「いただきます」をします。

「土曜リトミック」

✿定員：12 組

11/17（土） 10:30～11:30

✿対象：離乳食が終わっているお子さんと保護者
※主食（ごはんなど）はご用意ください。当日空きがあり、
主食をお持ちの方は参加 OK です

「お母さんのヨガタイム」
11/19（月） 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
お気に入りのおもちゃ
※動きやすい服装でご参加ください。

パパ・ママ一緒に、ご家族での参加大歓迎！
✿リトミックは、年齢制限はありません。動きやすい服装でお越しください

「バースデー祝うでぇ♪」
11/25（日）．26（月）

9:30～11:30

11 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：11 月生まれの乳幼児と保護者
✿持物：誕生日がわかるもの

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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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）
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スペシャルプログラム「ピースキッズ」
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
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。

11/20（火） 10:30～11:00
平和台保育園の先生が児童館に遊びにきてくれます。
ドリームキャッチャーをつくります。
みんなで楽しい時間をすごしましょう。
プレイルームでおこないます。直接会場へお越しください。

↓にこにこでのプログラム↓対象：ハイハイ時期まで

「めだかタイム」
11/7（水） 10:30～11:00
子育てのヒントになる豆知識を紹介します。
11 月は、離乳食の紹介です。

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！
※小学校の学級閉鎖などの事情により、予告なく
お休みすることがあります。
予めご了承くださいますようお願いいたします。

11/28（水）

10:45～11:15

練馬おはなしの会のみなさんが、わらべうたやおはな
しを紹介してくれます。

