サンハートじどうかんイベント予定表

２０１９年

〒２９０-０２０７ 市原市海士有木２２５番地４
月

火

２

１
休館日

８

さんさんくらぶ

１５
休館日

２２
休館日

２９

よちよちくらぶ

木
４

あかちゃんくらぶ

金
５

きらきらくらぶ

土
６

日
７

クラフト＆プレイ

9:50～10:30 遊戯室

9:50～11:30 遊戯室

9:50～10:20 遊戯室

9:50～10:30 遊戯室

10：00～ドールぼうき

体操・折紙ハチ

対象 11 ヶ月～18 ヶ月

対象３ヶ月～10 ヶ月

体操・運動遊びなど

11：00～カラフルチューリップのつり飾り

ふれあい遊びや「よちよちくらぶ」用の遊具などで遊ぶ

ふれあい遊びなど

９

休館日
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水
３

第１７６号 開館時間９：００～１７：００

さんさんくらぶ

１０

よちよちくらぶ

１１

あかちゃんくらぶ

集会室
１２

きらきらくらぶ

１３

１４

9:50～10:30 遊戯室

9:50～11:30 遊戯室

9:50～10:20 遊戯室

9:50～10:30 遊戯室

おもちゃ図書館かるがも

体操・折紙チューリップ

対象 11 ヶ月～18 ヶ月

対象３ヶ月～10 ヶ月

体操・運動遊びなど

１０：00～12：00

ふれあい遊びや「よちよちくらぶ」用の遊具などで遊ぶ

ふれあい遊びなど

１６

さんさんくらぶ

１７

よちよちくらぶ

１８

あかちゃんくらぶ

10：00～ミッキーストラップ
11：00～ぬりえあそび

集会室

1 階プレイルーム
１９

きらきらくらぶ

２０

クラフト＆プレイ

２１

クラフト＆プレイ

9:50～10:30 遊戯室

9:50～11:30 遊戯室

9:50～10:20 遊戯室

9:50～10:30 遊戯室

10：00～まきまきこいのぼり

体操・折紙こいのぼり

対象 11 ヶ月～18 ヶ月

対象３ヶ月～10 ヶ月

体操・運動遊びなど

11：00～折紙かぶと

ふれあい遊びや「よちよちくらぶ」用の遊具などで遊ぶ

ふれあい遊びなど

２３

さんさんくらぶ

２４

よちよちくらぶ

２５

あかちゃんくらぶ

9:50～10:30 遊戯室

9:50～11:30 遊戯室

9:50～10:20 遊戯室

体操・折紙タンポポ

対象 11 ヶ月～18 ヶ月

対象３ヶ月～10 ヶ月

ふれあい遊びや「よちよちくらぶ」用の遊具などで遊ぶ

ふれあい遊びなど

３０

集会室
２６

きらきらくらぶ

9:50～10:30 遊戯室

誕生会

２７

２８ みんな遊ぼう

おもちゃ図書館かるがも

10：00～11：00

１０：00～12：00

「人生ゲーム」
集会室

1 階プレイルーム

☆「よちよちくらぶ」

☆第 4 日曜日の 10：00～11：00 に

☆「よちよちくらぶ」が毎週水曜日になりました

休館日

休館日

幼稚園・小中学校の夏季休業

「みんな遊ぼう」が新しく仲間入りします。

みんないっぱい遊びましょうネ！

（昭和の日）

（退位の日）

中は、終了時間の変更があ

室内ゲームなどをします。対象年齢は、

【４月の放課後クラブ】 ９日（火）～１２（金）・

ります。随時イベント表に

「クラフト＆プレイ」と一緒です。

１６日（火）～１９日（金）・２３日（火）～２６日（金）

てお知らせします。

○「あかちゃんくらぶ」に参加される方は、バスタオルを１枚用意してください。
「あかちゃんくらぶ」
「よちよちくらぶ」とも、飲み物や着替えなどの用意をお願いします。
〇サンハート児童館のシール帳は、親子くらぶ初回参加時にお渡しします。再発行はできませんので大切にお使いください。

サンハート児童館２０１９・４月

第１７６号

―親子イベントの案内―
✿あかちゃんくらぶ（対象：生後 3 ヶ月～10 ヶ月）毎週木曜日 9：50～10：20
✿よちよちくらぶ（対象：生後 11 ヶ月～18 ヶ月）毎週水曜日 9：50～11：3０

児童館は、子ども達がみんなで遊んだり、親子で一緒に遊んだり出来る施設で
す。子どもの健康や体力を増進し、情操を豊かにする事を目的とします。

※「よちよちくらぶ」は、幼稚園・小中学校の夏季休業中は、終了時間が変わります
✿さんさんくらぶ（対象：乳幼児）毎週火曜日 9：50～10：30
✿きらきらくらぶ（対象：乳幼児）毎週金曜日 9：50～10：30

利用の案内

※上記親子イベントの会場は、遊戯室です。
※各イベントには保護者同伴で参加してください。

開 館 時 間

午前９時～午後５時

休

月曜日・祝祭日・年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）

館

日

利用出来る人

（対象：幼児以上）幼児は保護者同伴で参加してください。

市内在住１8 歳未満の生徒・児童・幼児親子

※遊戯室・図書室共、就学前の幼児は、必ず保護者が付き添ってください。
利 用 方 法

―幼児・児童・生徒イベントの案内―

初回利用時に利用登録カードを作り、カード番号を利用表に記入してくだ

※第１・２・３・５日曜日は、「クラフト＆プレイ」
１０：００～（９：３０～受付開始
１１：００～（１０：３０～受付開始

さい。身分証明書・運転免許証・健康保険証などで確認させていただきま
す。児童生徒さんはサンハート児童館利用申込表の記入をお願いします。

定員１０名）集会室
定員１０名）集会室

※第 4 日曜日は、「みんな遊ぼう」１０：００～１１：００です。
受付は、10：00～随時ですが、活動終了時間は、11：00 です。

また、裏面のとおりイベントを企画していますので、ご参加ください。
※図書室で登録していただくと利用カードが作れます。本や紙芝居、大型絵本など

✿放課後クラブ（対象：小学生以上の児童生徒）平日の午後４：３０まで集会室

が借りられます。（貸出期間 2 週間）利用カードは、市内在住の 18 歳未満の方、

宿題やゲームなどをして過ごします。ジェンガ、オセロ、トランプ、囲碁、将棋、ウノ、かるた、マンカラ、手

その保護者の方が作れます。身分証明書・運転免許証・健康保険証などで確認さ

作りすごろく、百人一首なども貸し出しています。

せていただきます。貸出資料は必ず貸出期限内に返却してください。
遊戯室

すべり台、ブロック、キッチンセット、ロディ、タオルボール、人形などを使って
みんなで遊べます。人形も貸出しています。

図書室

児童書、絵本、大型絵本、紙芝居があります。利用カードを使って借りられ
ます。また、たたみのコーナーでは、知育玩具でも遊べます。

集会室

イベントで使用したり、児童や生徒がゲーム、将棋、トランプ、ジェンガ、

✿児童館ボランティアクラブ

学校の夏休み中に児童館親子くらぶに参加します。
✿グリーンガーデン

災害時は、エレベーターが使えません。すぐに避難出来るようにだっこ紐、おぶい紐の用意を。緊急避難時は、遊戯
室入口が混雑します。すばやく避難するためにスーパーの袋などにくつを入れて親子クラブにご参加ください。

（対象：中学生以上の生徒）

児童館テラス

学校の夏休み中に苗植え、雑草取り、水やりなど花の世話をします。
✿児童館カフェ

（対象：中学生以上の生徒）

児童館集会室

学校の夏休み中午後３時～４時にお茶会をします。

―その他のイベントの案内―

ウノ、マンカラなどをして遊べます。児童館ボランティアクラブの部室に
もなっています。グリーンガーデン・児童館カフェ活動時にも使用します。

（対象：小学生以上の児童生徒）

子育てサロンさんわぽかぽか ４月２２日（月）10：00～11：30 1 階プレイルーム 対象：乳幼児親子 問合せ 佐藤ミエ ☎３６－０８２９
おもちゃゃ図書館かるがも

４月１３日（土）・２７日（土）10：00～12：001 階プレイルーム 対象：障がい児・未就学親子
問合せ サンハート☎３７－７１００

