
 

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

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 電話（079）253-6001　FAX（079）252‐2357

姫路市立

★：事前に申込のいる行事　 (地)：東児童センター地域組織活動クラブ主催の行事

8 10 11 防災訓練

こまであそぼう
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休館日

22 24 27 28

29 31

（１）消毒時間を設けるため、開館時間は午前9時から12時、午後1時30分から４時30分です。

（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
　（小中学生が来館する時間帯は、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）

　　　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。

（３）マスクの着用をお願いします（小学生以上）

（４）入館前に検温、入館前と退館する時に手指消毒をお願いします。（来館前に自宅で検温をお願いします）
（５）水筒とはんかちを持ってきてください。館内でおやつやお弁当を食べることはできません。

※持ち物には名前を書いてね！
※新型コロナウィルス等の状況により休止（変更）する場合がございます。ご了承ください。

3:00～3:30

けん玉 3:30～

こま　3:30～ ごむとび　3:30～ おにごっこ　3:30～ 3:00～3:30

(地)なかよしひろば

10:00～11:00

30

休館日

10:00～12:00

ミニミニ図書館

　★てくてくランド ミニミニおはなし会

チャレンジゲーム 10:00～・11:00～

けん玉 3:30～

★３４５歳さんあそぼう

レッツおりがみ

「うさぎ」 日本のこま講座

おもしろ体力測定

2:00～2:302:00～2:30

11:15～11:35 10:30～10:50

11:15～11:35

11:15～11:35

3:00～

9

●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持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のスタッフにあずけましょう）

●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。

2:00～2:30

～ご利用案内～

2:00～2:30

ケンパ

3:00～3:30

ザ・ゲーム

チャレンジパズル

認定あそび道場

★ちゃれんじ工房

「ぼんぼんうさぎ」

2:00～2:30

10:30～11:0０

土曜日日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

つくってとばそう わんぱくチャレンジ

11:00～ 「ぐにゃぐにゃ凧」 10:00～12:00/1:30～4:00

5 6 7

はねつき

2:00～

すごろく めんこづくり　 ストリート☆キーボード

５日～９日まで 2:00～2:30

12 13 14

1:30～3:00

ひがぽんおみくじ めんこ大会　

10:30～11:00

9:00～12:00 10:30～10:50 10:30～10:50 ★てくてくランド 「けん玉・こま」

ミニミニ図書館 ★スキップランド ★赤ちゃんランド (地）役員会 10:00～占いあそび

11:00～11:30 休館日

2:30～3:00

2:00～3:00

スーパーラビット こま　3:30～ ごむとび　3:30～ おにごっこ　3:30～ ひとりあやとり
3:00～3:30

15 16 18 19 20 21

3:00～3:30 3:00～3:30

10:30～11:00 10:30～10:50 10:30～10:50 10:30～10:50

ミニミニ図書館 ★おはなしランド ★赤ちゃんランド ★てくてくランド ★スキップランド(地)なかよしひろば

10:00～11:009:00～12:00

主任児童委員相談日 わんチャレカムバック

ＩＫＯ!

ひっくり返しゲーム 11:15～11:35 11:15～12:00 11:15～11:45

★スキップランド ★３４５歳さんあそぼう けん玉うんどうかいサイコロで

2:00～2:30

こま　3:30～ ごむとび　3:30～ おにごっこ　3:30～けん玉 3:30～

「わりばしダーツ」

3:00～3:30

2:00～2:30 キャップおに

音ちゃお♪子育て豆知識 ★親子であそぼう

チャレンジゲーム (地)人形劇クラブ 11:15～11:35 11:15～11:35 11:15～11:35

10:00～12:00 10:00～11:00 10:30～10:50 10:30～10:50 10:30～10:50 11:00～11:10

3:00～3:30

「おにボックス」

25 26

ミニミニ図書館 (地)なかよしひろば

レッツおりがみ 11:00～12:00 10:50～11:00 「親子でゲーム」 2:00～2:20

2:00～2:30 休館日 保健師相談日

23

★スキップランド ★赤ちゃんランド

大きくなったかな 11:00～11:15 / 11:45～12:00

おたんじょうび会 11:00～11:10

いろいろな国（くに）の親子(おやこ）集（あつ）まろう！ IKO！（いこう）
1月１９日 11:15～12:00 外国（がいこく）にルーツを持（も）つ親子（おやこ）で

あつまってあそびましょう♪

くわしくはホームページをごらんください。

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 読むコーナーを

遊戯室に作っています。職員による読み聞かせもあります。

ミニミニおはなし会 28日（土） 11:00～11:10

おもしろこまショー



 

　★ちゃれんじ工房　 14日（土）2:00～3:00　　「ぼんぼんうさぎ」
　　　対象：小学生　　定員:６人　材料費：無料　　　持ち物：布切ばさみ　申込み〆切り：1月11日（水）

※１月のパレットクラブはお休みです。

わんぱくチャレンジ  けん玉うんどうかい　２１日（土）2:00～2:30

「新幹線でGO！」７日（土）    けん玉好きな子集まれ～　初めての人もOK

10:00～12:00　1:30～4:00 音っちゃお♪　２８日（土）2:00～2:20

対象：小学生   お正月あそび「サイコロで運だめし！」

ストリート☆キーボード　   対象：幼児～小学生

７日（土）　1:30～3:00

1回１０分　楽譜もちこみOK！

対象：5歳以上当日先着順

レッツおりがみ　

「うさぎ」　８日（日）　2:00～2:30

「おにボックス」２２日（日）2:00～2:30

　当日先着１０人

おもしろ体力測定　１５日（日）3:00～3:30
今月の児童センター１位はだれかな？

ひがぽんおみくじ　５日～９日　毎日１回ひけるよ♪

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」を合言葉に保護者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。（要申込）

★４月からの入会希望者を対象に「なかよしひろば」見学会を実施します。

１月３１日（火)10:00～　先着１組（事前申し込み要）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※実施日時については、裏面カレンダーをご確認ください。

★の行事は申し込みしてください（定員に満たない場合は当日参加できます）おひとり２つの行事まで事前予約できます。

3歳以上の

幼児親子

就園・就学前の幼児親子

どなたでも

10組

10組

10組

10組

8組

曜日

親子体操や手遊びなどをしています

内容

第3土 10:30～10:50

第2･3･4水 11:15～11:35

定員 対象

8組

第3水 10組/第４水 ８組

第2水 10組/第４水 ８組

就園・就学前の

幼児親子

体操をしたり工作をしたりします

スタッフが子育て相談に応じます。お気軽にお声掛けください

お気軽にご相談くださいね

その月生まれの乳幼児対象♪始まる5分前までに当日申込

身長・体重測定の時間。 成長の目安に（当日受付）

育ちの情報をお伝えします

絵本やシアターでおはなしの時間♪

ふれあいあそびを中心にしています

11:15～11:35

10:30～10:50
親子のスキンシップあそびが中心です

10組
首すわりから

1歳位の親子

1歳から

2歳位の親子
10組

行事名 時間

ミニミニおはなし会 11:00～11:10

カレンダー参照

カレンダー参照

★おはなしランド

第2･4水

第１土

★赤ちゃんランド
10:30～10:50

11:15～11:35

10:30～10:50

カレンダー参照

金　1/6は無し

第2･4金

保健師相談日　25日（水）保健師さんと相談員さんによる、子育て相談・入所相談ができます。

★３・４・５歳さん

あそぼう 第3金 11:15～11:45

子育て豆知識 10:50～11:00

10:30～11:00

子育て相談

おたんじょうび会

主任児童委員相談日 10:30～11:30

随時

カレンダー参照

カレンダー参照

カレンダー参照

田上先生・貝藤先生による絵本の読み聞かせやわらべ歌

★スキップランド

10:30～11:00

木　1/5は無し

第2･4木

11:00～11:10

大きくなったかな 11:00～/11:45～

★てくてくランド

　　

★事前の申し込みが必要な行事★　　　　　　申込み受付中です。電話でのみ受付します。

あそびいろいろ おたのしみに♪

姫路市児童センター

1位を目指そう!

なわとびツアー実施中

日本の名所をなわとびでめぐろう！自分の
なわとびを持ってきてもいいよ。参加したい
人は、スタッフに声をかけてね。

★はじめましてクラブ（ミニ）

２月１日・８日・１５日・２２日（水）11:15～11:45
もっと仲間作りしたい親子のためのプログラムです。
全４回同じメンバーで「忍者あそび」をしましょう。
対象：１歳半以上の幼児と保護者 １０組 無料
受付：１月６日（金）～

★ 親子であそぼう

２７日(金)2:00～2:30 今月は「親子でゲーム」をします。

運動遊びをしよう！

8日（日）3:00～3:30「スーパーラビット」
28日（土）3:00～3:30「キャップおに」

お子さんと遊ぶついでに育児に
ついての不安や悩み、疑問など、
ちょこっとお話してみませんか。
職員が子育て相談に応じています。

飾磨・面白山・東児童センター

東児童センター子育て支援事業

おいでおいで企画


