姫路市立東児童センターは姫路市社会福祉事業団が運営しています

姫路市立
・新型コロナウイルス等の状況により休止（変更）する場合があります。
◎：こどもたちからのリクエスト行事
★:事前に申込のいる行事

発行：

姫路市立東児童センター
〒671-0252姫路市花田町加納原田813

(地)：東児童センター地域組織活動クラブの行事

電話（079）253-6001 FAX（079）252-2357
HP：http://www.himeji-sfj.or.jp/
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◎レッツおりがみ 2:00～2:30

田上先生･貝藤先生の

◎ピンポン玉はこび

ジャンケンゴリラ
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10：30～10：50

10：30～10：50
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おたんじょうび会1０:50

おたんじょうび会1０:50

おたんじょうび会1０:50

11:00～11:10

ミニミニ図書館10:00～

休館日
ひがぽんからの挑戦状

ごむとび 2:00～2:30

なぞとき3:00～

チーズバトル３:00～

サイコロ大か小か3:00～

ロープくぐり3：00～

ストロー射的

新聞紙であそぼう３：00～

2:00～

チャレンジパズル3：00～

全国カプラ🄬大会

第9回
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ミニミニ図書館10:00～

◎ピンポン玉はこび
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全国カプラ🄬大会
最終日

9/２ こども保育課

9/３

ミニミニおはなし会

★スキップランド

★赤ちゃんランド

★個別相談会10：00～

わんぱくチャレンジ

11:00～11:10

10:30～10:50

10:30～10:50

★てくてくランド10:30～

10:00～12:00/1:30～4:00

3:00～
第9回

9/1

11:15～11:35

けん玉 3:30～

こま 3:30～

ＩＫＯ!

11:15～12:00

ごむとび 3:30～

★３４５歳さんあそぼう ★３４５歳さんあそぼう10:30～
1１:15～

あそぼうよ 3：30～

ストリート☆キーボード
2:00～３:３0

（１）消毒時間を設けるため、開館時間は9:00から12:00、1:30から４:30です。
（２）利用できる人数と遊具に制限があります。２F：乳幼児親子8組 １F：乳幼児親子10組または15人
定員になりましたら入館をお断りします。ご了承ください。
(小中学生が来る時間帯は、１Fの利用は小中学生優先とさせていただきます。ご協力をお願いいたします。)
（３）小学生以上はマスクの着用をお願いします。

外あそび（貸出遊具）について
熱中症指数が警戒以上、
雨天時は遊具の貸し出しを
中止します。

（４）入館前に検温と手指消毒をお願いします。
（５）水筒とあせふきタオルを持ってきてください。館内でおやつ等食べることはできません。
保護者の方へ
●緊急時に連絡がとれるよう「児童センター登録届」の提出をお願いします。
●児童センターは保育園等とは違い、お子さんをお預かりする施設ではありません。幼児は保護者と一緒にご利用ください。
●姫路市に気象警報が発表された時は臨時休館になります。
●貴重品やゲーム機などはもってこないでください。（持ってきてしまったときは管理室に預けることができます。）
●安全上一人での利用は避け、友達や家族との利用をお願いします。
●友達同士で遊びに行くときは、行き先を保護者に伝えるようにし帰宅時間に気を付けてください。
●緊急時に避難できる場所（交番・子ども１１０番の家など）をお子さんに教えてあげてください。

小学生対象 夏休み行事の申込について

こうさくのみほんがみれるよ！

●申込みは、７月２３日(土)９:00から電話受付（先着順）をします。23日の1:30以降は来館でも受付します。
●申込み初日は1人１つまでとさせていただきます。2日目日以降は行事に空きがあれば、2つ目の申込みができます。
●お友達の分は申込みできません
●申込み後キャンセルされる場合は、すみやかにご連絡ください。
●参加費は当日集めます。おつりのないようにお願いします。
●〆切日を設けていない行事は、前日までに申し込んでください。
行事名（ぎょうじめい）
地域組織活動クラブ協力

苦木さんの工作

「リボンのバレッタ」
地域組織活動クラブ協力

假屋さんの工作

「夏のつるしかざり」

日時（にちじ）

8月2日（火曜）

「廃油でランタン」
牛乳パックでガチャマシーン
オリジナルカンバッチ

150円

10：00～11：00
2：00～3：00
10：00～11：00

8月4日（木曜）

夏休み工作④

紙ふうりん

2：00～3：00

8月5日（金曜）

夏休み工作⑤

イニシャルチャーム

小学生
6人

１０：00～

8月4日（木曜）

夏休み工作③

100円

8月5日（金曜）

8月3日（水曜）

夏休み工作②

対象

2：00～

8月3日（水曜）

夏休み工作①

参加費

2：00～3：00

1３0円
20円
1２0円
３0円
20円

小学生
6人
小学生
6人
小学生
6人
小学生
6人
小学生

内容（ないよう）

持ち物（もちもの）／備考（びこう）
なし

布（ぬの）をつかって、リボンのかみどめを
つくりましょう！

※申し込み〆切日は7月30日です。

クラフトバンドであさがお、じょうろをつくり

速乾木工ボンド

ひもにつけてかざります。 ※1･2年生は、

せんたくばさみ10本

できれば保護者同伴でお願いします。
防災にも役立つランタンを作ります。

※申し込み〆切日は7月２９日です。
ペンチ、油性マジック、持ち帰り袋

ペンチを使って作るよ。

※廃油はご自宅で入れてください。

まわすとカプセルが出るガチャマシーンを

はさみ、牛乳パック2本、持ち帰り袋

作りましょう。

筆記用具、セロテープ、両面テープ

自分でオリジナルのバッチをつくりましょう！

絵をかいて作る人：筆記用具、はさみ

直径（ちょっけい）3㎝サイズを２つです。
画用紙で作ります。

写真で作る人：バッチにしたい絵や写真、はさみ

はさみ、のり、手ふきタオルまたはウェットシート

6人

鈴の音がすずしげなふうりんだよ！

※申込時につくりたい色をおしえてね！

小学生

フェルトとボンドでアルファベットの

布切ばさみ、筆記用具、竹ぐし、手ふきタオル

6人

キーホルダーを作ります。

※申込時に作りたいアルファベットをおしえてね！

いろんなあそびをするよ！あそびの一部を紹介します。

夏休みもげんきにあそぼう！

くわしくはホームページや東児童センターの掲示板をみてね！

ドラゴンの玉をさがせ！
8月9日（火曜）～11日（木曜）
16日（火曜）～19日（金曜）
9:00～12：00

対象：幼児・小学生

期間 ８月３日（水曜）～２８日（日曜）
対象：小学生、幼児とその保護者
２００ピース部門参加者募集

児童センターにかくされたドラゴン
の玉をさがそう！毎日隠れている
場所がかわるよ。全部でいくつの玉
をみつけられるかな？

200まいのカプラ®で作品を作ってみよう。
出来たら写真をとって、先着30作品を
全国カプラ®大会に応募します！めざせ全国1位！
※エントリーには保護者の承諾が必要です。
詳しくはセンターにあるチラシをご覧ください。
大会URL http://kapla.co.jp/contest

毎月第1土曜日
10:00～12：00／１:30～４:00
対象：小学生
市内９児童センターで同じ日に
同じゲームにチャレンジします。

8月6日
「つめつめおはじき」
9月3日 「ひこう扇」
姫路市1位をめざそう！！

レッツおりがみ
2:00～2:30 対象：小学生
8月16日（火曜）すいか
8月17日（水曜）ボックス
8月18日（木曜）クワガタ
8月19日（金曜）アイスクリーム
をつくりましょう！

おはなしの世界を楽しみましょう

ミニミニ図書館 毎週日曜10:00～12:00
姫路市立図書館よりおすすめの本をお借りして
本を読むコーナーです。
絵本の読み聞かせも行います。

ミニミニおはなし会11:00～11:10
ひがぽん

わんぱくチャレンジ

夏休み期間中は、通常の実施日と異なります。

8月7日（日曜）2:00～2:30
対象：小学生10名

お手玉ってどうやってあそぶのか
な？ボランティアの
ちひろさんと一緒にあそぼう！

わらべうたであそぼう
8月19日（金曜）3:00～3:30

8月20日（土曜）
3:00～3:30

対象:主に小学生

対象：小学生10名

雑草で作った色で、
ハガキをかこう！

むかしからつたわる日本のあそび
をします。ボランティアの
田上先生、貝藤先生と一緒に
わらべうたであそんでみよう！

たっきゅうについて

ごむとび

部屋に人数制限があるため、
卓球の使用ができないことが
あります。できるかどうか、
遊具貸出カウンターで確認を
お願いします。

８月２３日（火曜）～
２６日（金曜）2:00～2:30
対象：小学生
ごむとびをしってるかな？
うたにあわせてとんだり、ねじっ
たり、いろんなとびかたがあるよ。
チャレンジしてみよう！

いろいろな国（くに）の親子(おやこ）集（あつ）まろう！

IKO！（いこう）

実施日時については、表面のカレンダーをご確認ください。

８月４日･１８日、9月1日（木）11:15～12:00

★の行事は事前に申込みをしてください。
8月は2階で実施します。定員はそれぞれ8組です

親子（おやこ）で体操（たいそう）をしたり、わらべ
うたであそんだりしましょう。 くわしくはホームペー
ジをごらんください。

こども保育課 個別相談会
９月２日(金曜)10時～1２時
姫路市の保育園等の入園について個別相談が
できます。定員は10名（1人1５分）です。
８月１９日(金曜)9:00から電話申込み。
※定員になり次第〆切（先着順）

お手玉

田上先生・貝藤先生の

雑草たんてい
「色あそび」

2日・30日(火曜）、20日・27日（土曜）

東児童センター子育て支援事業

ちひろさんとあそぼう

東児童センター地域組織活動クラブ
「まちの子はみんなわが子」を合言葉にお母さんたちが育
児教室や各種イベントを 考え、地域の中で子どもの育成
を進めていくボランティア団体です。
詳細はスタッフにお尋ねください。

２階の利用(自由あそび）について
行事のない時は、幼児と保護者向けにおもちゃで遊べ
るお部屋として利用いただいていますが、下記の日時
は行事を実施するため、利用できません。
・8月2日(火）午後、5日(金）午前、9月2日（金）午
前
・8月6日(土）、10日(水）、24日(水）～26日(金）、
9月3日(土）いずれも10:30～11:00、
また、下記の日時は定員４組に変更します。
・3日(水）、4日（木）、5日（金）午後、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

ひがしじどうセンターで、なつやすみもげんきにあそぼう！２０２２
◎はリクエストがあったあそびです。対象は10名程度で、当日参加できます。あそびにきてね！
行事名（ぎょうじめい）

日時（にちじ）

主な対象

市内９児童センターで一斉（いっせい）にチャレンジ！

毎月第１土曜日
わんぱくチャレンジ

10:00～12：00

内容（ないよう）

小学生

１:30～４:00

８月6日は 「つめつめおはじき」
9月3日は「ひこう扇（せん）」です！

ストリート☆キーボード

6日・9月3日（土曜）2:00～３:３0

幼児・小学生

ちひろさんとあそぼう「お手玉」

7日（日曜）2:00～2:30

小学生

お手玉ってどうやってあそぶのかな？ボランティアのちひ
ろさんといっしょにあそんでみよう！

まちがいさがしスペシャル

7日（日曜）3:00～3:30

小学生

どこがまちがってるかな・・・みつけてみよう！

9日（火曜）～11日（木曜）

幼児

16日（火曜）～19日（金曜）

小学生

◎ドラゴンの玉をさがせ！

9:00～12:00

キーボードをひいてみましょう！一人10分です。

児童センターにかくされたドラゴンの玉をさがそう！
毎日かくれている場所がかわるよ。
全部でいくつの玉をみつけられるかな？

ビーンボーリング

9日（火曜）2:00～2:30

小学生

ニュースポーツのボーリングをしよう！

わっか玉入れ

9日（火曜）3:00～3:30

小学生

玉をなげいれて、ビンゴをねらおう。

リズムでジャンプ

10日（水曜）2:00～2:30

小学生

リズムにのって、いろんなステップでジャンプしよう。

けん玉おとし

１０日（水曜）3:00～3:30

小学生

お皿に乗せた玉を落とさないようチャレンジします。

ロンドロード

11日（木曜）2:00～2:30

小学生

2本の棒で、玉をおとさずにはこぶゲームです。

チャレンジゲーム

11日（木曜）3:00～3:30

小学生

紙コップなど身近なものを使ってゲームしよう。

13日（土曜）、14日(日曜）

幼児

ボールをころがして、何点とれるかやってみよう｡

10:30～11:00／2:00～2:30

小学生

大きなコリントゲームだよ！

ピン球ビンゴ

13日(土曜）３:00～３:30

小学生

玉をワンバンさせて、ビンゴをねらおう。

ぬりえスペシャル

14日(日曜）3:00～3:30

幼児・小学生

◎レッツおりがみ

16日（火曜）～19日(金曜）
2:00～2:30

小学生

◎ピンポン玉はこび

16日（火曜）・28日（日曜）
3:00～3:30

小学生

ある道具をつかって、運ぶタイムをきそいます。

ジャンケンゴリラ

17日（水曜）3:00～3:3０

小学生

ちょっと変わったジャンケンであそぼう！

ストロー射的（しゃてき）

18日（木曜）３:00～3:30
27日（木曜）2:00～2:30

小学生

射的だよ♪いくつあたるかな？

19日（金曜）3:00～3:30

小学生

おもしろ体力測定

20日（土曜）2:00～2:30

小学生

どれくらい体力があるのかはかってみよう！

雑草（ざっそう）たんてい

20日（土曜）3:00～3:30

小学生

「色あそび」をします。雑草の色を使ってあそぼう。

ひがぽんからの挑戦状 なぞとき

21日（日曜）3:00～3:30

小学生

なぞときにチャレンジしてみよう！

◎ダンスダンス!

23日（火曜）11:00～１１:１0

小学生

体を動かそう！ダンスダンス！！

ごむとび

23日(火曜）～26日（金曜）
2:00～2:30、9月1日3:30～

小学生

チーズバトル

23日（火曜）3:00～3:30

小学生

サイコロ大か小か

24日（水曜）3:00～3:30

5歳～小学生

ロープくぐり

25日（木曜）3:00～3:30

小学生

ロープの下をあたらずにくぐれる高さをきそいます。

新聞紙であそぼう

26日（金曜）3:00～3:30

小学生

まるめて切ったらあらふしぎ～のばしてあそぼう！

チャレンジパズル

27日（土曜）3:00～3:30

5歳～小学生

コリントゲーム

田上先生、貝藤先生の
わらべうたであそぼう

いつもとちがうぬりえが登場します。
16日（火曜）すいか、17日（水曜）ボックス
18日（木曜）クワガタ、19日（金曜）アイス です。

むかしからず～っとあそばれているあそびだよ。
ボランティアの田上先生、貝藤先生とあそぼう！

うたにあわせてとんだり、ゴムをねじったり、
いろんなとびかたにチャレンジしよう！
ねこちゃんパワーでチーズをたくさんあつめよう！
サイコロをふって、出る目は大か？小か？あててみよう。

だれよりもはやく、図形を完成させよう。

