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運営しています。

「カンガルー商店」

肩掛け人形芝居「ねずみのすもう」

2/3（日）～６(水) 10:00～12:00

2/1（金） 4:00 開演／出演：人形芝居燕屋

使わなくなった赤ちゃん向けのおもちゃや
幼児（0 歳～年長）さんが着用できる洋服を
ご提供ください。欲しい方にお譲りします。
（おもちゃは壊れていないもの、
洋服は洗濯済みのものをお願いします）
お気に入りのものが

昔ばなしの「ねずみのすもう」が人形劇に。どんなお話が
見られるかな？みんなで人形劇をたのしもう。

コンサート「大きくなったらなんになる？」

２/17（日）11:00 開演／出演：気まぐれレストラン

見つかるかも！？

たのしい、たのしいコンサート。パネルシアターもあります。
知っている曲があったら、一緒に歌ってね♪
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。２月のプログラムは、
１月 28 日から 受け付けます。

ぽかぽかタイム「ひなかざり」

2/14（木）

こども歳時記「節分クイズラリー」
2/1（金）・2（土）・3（日）9:00～6:00
館内に節分についてのクイズがかくれています。
探して、答えてみよう。何問わかるかな！？

ママの小物づくり「つるし飾り」

2/26（火）

10:30～11:30

10:30～11:30

こどもの幸せを祈る飾りです。男の子の
ママももちろん参加ＯＫです。
飾りをつくりながら、こどもたちの
成長を祝ってみませんか。
✿対象：保護者（＋乳幼児）
✿定員：12 人
（当日空きがあれば参加 OK）

ひな祭りに向けて、おひなさまとおだいり
さまが入ったひなかざりをつくります。
✿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）

親子クッキング

「とうもろこしのおやつ」

2/12（火）

10:30～11:30

今月は、トウモロコシをつかったおやつづくり。
甘いのか？しょっぱいのか？ おたのしみに♪。
✿定員：12 組
✿対象：離乳食が終わっているお子さんと保護者
（当日空きあれば、参加 OK）

「プチぽか」

2/7. 21. 28（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。
✿対象：乳幼児（主に１歳児）と保護者
✿定員：なし
✿今後の予定：3/7

「土曜リトミック」2/23（土）10:30～11:30
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♪」
2/24（日）. 25（月） 9:30～11:30
2 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：2 月生まれの乳幼児と保護者
✿持物：誕生日がわかるもの

「キッズランド」
2/5（火）. 11（祝.月）. 16（土）. 19（火）. 24（日）
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。

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）
※12:00～13:00 は幼児親子専用の時間になります。

全年齢対象
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

◆

「おにぎりの時間ですよ～」
24 日（日）11:30～ご飯が無くなるまで／工作室
炊きたてのご飯を、みんなでにぎって食べよう！

使う食材は、米・海苔・塩・麦茶です。

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、

↓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」
2/6（水） 10:30～11:00
子育てのヒントになる豆知識を紹介します。
２月は、離乳食の紹介です。

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。

2/20（水） 10:45～11:15
児童館スタッフがプログラムを
行います。

