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2018 年 12 月号

12/14（金）10:30～11:30

おたのしみ会
今年もおたのしみ会に「ウィンドアンサンブル
BANdBE（バンビ）
」のみなさんが
やってきて、こどもたちがよく知っている曲を
演奏してくれます。あとの内容は、お楽しみに！

運営しています。

「どれみふぁコンサート」
12/22（土） 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！
※当日、受付となりました。直接会場へ
お越しください。

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、
11 月 28 日から 受け付けます。

「MOMO さんの簡単ヘアアレンジ」
12/17（月） 10:30～11:30

ママの小物づくり

「リースづくり」
12/4（火） 10:30～11:30
おしゃべりしながら小物づくりを楽しみませんか？

美容師でお母さんの MOMO さんが三つ編みや編み込みの
基礎を教えてくれます。これからお子さんに挑戦してみたい！
と思っている方はこの機会にぜひ！
✿定員：12 組

今回は、飾りをつけてオリジナルのリースをつくります。

✿対象：ヘアアレンジに興味がある保護者

✿定員：12 人
✿対象：保護者の方

✿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

親子クッキング「豆腐のおやつ」

「季節の小物入れ」
12/6（木）

12/18（火）

10:30～11:30

豆腐をつかっておやつをつくります。
どんなおやつができるかは当日のお楽しみ♪

10:30～11:30

紙パックを使って、簡単な工作をします。

✿定員：12 組

出来上がったらいいことがあるかも…。

✿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。

✿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）

「キッズランド」

当日空きがあり、主食をお持ちの方は参加 OK です

16 日（日）はスペシャル！

12/2（日）・8（土）・16（日）・19（水）・24（月・振休）
9:00～12:00

※16 日は 9:00~2:00

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。
16 日の「キッズランド」はスペシャルバージョン！
時間を延長しますので、お昼ごはんを食べてからも
さらに遊べます。お楽しみプログラムも計画中。
ぜひ、あそびにきてくださいネ！
キッズランドは、“赤ちゃんコーナー”も用意していますので、
ゴロンゴロン期、ハイハイ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。

「年末クリーン大作戦」12/28（金）1:00～4:00

「プチぽか」
12/13．20（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。
13 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：1/10・24・31

「プラッと電車広場」
12/9（日） 9:00～11:30
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。

集まったみんなで児童館を大掃除！終わったら「来年もよろしくね」の会をします

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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12 月 10・11 日
電気工事の為、プレイルームは
使えません。
※工事が延長になった場合、12 日もプレイ
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ルームが使えないことがあります。
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どれみふぁ
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31

1:00～4:00

今年も平和台児童館を
ご利用いただありがとうございました。

2019 年 1 月 3 日（木）までお休みします。
1 月 4 日（金）は 9:00 から開館します。
※2019 年 1 月 12 日（土）館内整備の為、休館となります。

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

◆
↓にこにこでのプログラム↓対象：ハイハイ時期まで
良いお年を

30

9:30～11:30

平和台児童館は 12 月 29 日（土）から

お迎えください！

29

クリーン大作戦

バースデー祝うでぇ バースデー祝うでぇ
9:30～11:30

5:00 閉館

「めだかタイム」
12/5

10:30～11:00

子育てのヒントになる豆知識を紹介します。
12 月は、離乳食の紹介です。

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。
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！

12/12

10:45～11:15
児童館スタッフが遊びや工作の
プログラムを紹介します。

※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。

