
HP　http://www.himeji-sfj.or.jp/ （地）：地域組織活動クラブ行事（※会員のみ）

【も】：「申し込み」がいる行事　

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
おはなしランド 【も】 いちもくの日 節分赤ちゃんランド

10:15～10:30 　① 10:15～10:35

節分スキップランド 　② 10:45～11:05

10:30～11:00 10:30～11:00 赤ちゃん広場
主任児童委員相談日 （地）たんぽぽ 11:10～11:40

11:10～11:40 11:15～11:45 3・4・5歳さんあそぼう

14:00～14:30

5 6 7 8 9 10 11
赤ちゃん広場 おはなしランド あっぷっぷ♪ 赤ちゃんランド 土曜スキップランド

10:30～11:30 10:15～10:30 10:15～10:35 　① 10:15～10:35 10:30～11:00

休館日 【も】 赤ちゃんママ交流会 スキップランド 　② 10:45～11:05 親子でシールアート
第６期1回 10:30～11:00 赤ちゃんメモ～広場  「お雛様」

14:00～14:30 子育てメモ 第３期4回 11:10～11:40 11:00～11:20

引き続き「広場」 11:10～11:40 11:00～11:30 親子で工作
14:30～15:30 「牛乳パックお雛様」

14:30～14:50

12 13 14 15 16 17 18
赤ちゃん広場 おはなしランド ハッピーバースマンス 満１歳赤ちゃんてがた 土曜赤ちゃんランド

10:30～11:30 10:15～10:30 （集合）10:00 10:00～10:10(受付) 10:30～10:50

休館日 親子でシールアート スキップランド （地）たんぽぽ 産後エクササイズ
 「お雛様」 10:30～11:00 「体験会」 10:30～11:00

11:00～11:20 10:30～11:00 赤ちゃん広場 2:00～4:00
【も】 赤ちゃんママ交流会 11:10～11:40

第６期2回 3・4・5歳さんあそぼう
14:00～14:30 14:00～14:30

引き続き「広場」
14:30～15:30

19 20 21 22 23 24 25
赤ちゃん広場 大きくなったかな 大きくなったかな 【も】 働くママプログラム

10:30～11:30 10:00～10:15 10:00～10:15 「ボールであそぼう」

休館日 【も】 赤ちゃんママ交流会 絵本の読み聞かせ あっぷっぷ♪ 休館日 10:30～10:50
第６期3回 10:15～10:30 10:15～10:35 引き続き「交流会」

14:00～14:30 スキップランド 幼児用サーキット 11:00～11:45
引き続き「広場」 10:30～11:00 ① 11:00～11:20 ※　６組まで

14:30～15:30 子育てＮＥＷＳ ② 11:30～11:50 2/11（土）10:00～
11:10～11:40 電話での申し込み

26 27 28
赤ちゃん広場

10:30～11:30

休館日 【も】 赤ちゃんママ交流会

第６期4回
14:00～14:30

引き続き「広場」
14:30～15:30

【も】 しかまん杯な
わとび大会

姫路市立飾磨児童センターは、姫路市社会福祉事業団が運営しています

〒６７２－８０６４　姫路市飾磨区細江２６５４（飾磨支所駐車場西）   ☎（０７９）２３４－６０９０    Fax（０７９）２３４－０５７６

【小学生向けの行事は「小学生版」をごらんください】

【も】 はじめましてクラ
ブ（ミニ）

「ほのぼのさんが
やってくる」

2022

・ 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。

・ 体調が悪い時、感染症にかかっている時は利用をご遠慮ください。

・ 就学前の乳幼児は、保護者同伴でご利用ください。

・ お子さんの安全は、保護者の責任です。事故やけががないよう、お子さんから目を

離さないでください。

・ 使ったおもちゃは、親子一緒に片づけましょう。

・ 各行事の利用人数を制限するため整理券を使用しますので、各行事に

参加される場合は、来館時に整理券をお取りください。

※ 行事の整理券について ※

午前の分は、１０時に 午後の分は、１３時30分に

それぞれ、玄関に出します。

2023

・ 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。

・ 体調が悪い時、感染症にかかっている時は利用をご遠慮ください。

・ 就学前の乳幼児は、保護者同伴でご利用ください。

・ お子さんの安全は、保護者の責任です。事故やけががないよう、お子さんから目を

離さないでください。

・ 使ったおもちゃは、親子一緒に片づけましょう。

・ 各行事の利用人数を制限するため整理券を使用しますので、各行事に

参加される場合は、来館時に整理券をお取りください。



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

【せ】わんぱくチャレンジ

「とびこめ！ピンきゅう」

　① 10:00～12:00
　②   1:30～  4:00
【も】 アートなひととき

「スパッタリング」
2:00～2:45

3:00～4:00
5 6 11

【も】 つくっちゃお
おやすみ 「フェルトのブローチ」

2:00～2:45

3:00～3:30
12 13 18

おやすみ
2:00～4:00

19 20 23 24 25
【せ】 からだをうごかそう 【も】 つくっちゃお

おやすみ 「ドレミでフラフープ」 おやすみ 「ふわもこスライム」
（しゅうごう）2:00 2:00～2:45

【せ】 からだをうごかそう

「モルック」
3:00～4:00 3:00～4:00

26 27 28

おやすみ

 

【せ】わんぱくチャレ
ンジ スペシャル

【せ】 にんていあそび
どうじょう 「なわとび」

【小学生が対象の行事です。乳幼児向けの行事は「乳幼児版」をごらんください】

【も】：「もうしこみ」がいるぎょうじ　【せ】：「せいりけん」がいるぎょうじ　

【も】 しかまん杯な
わとび大会

【せ】 おもしろたいりょく
そくてい

・友達同士で利用するときは、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番の家等）をお子さんに教えてあげてください。

・貴重品は持ってこないでください（持ってきてしまった時は、事務室のスタッフに預けましょう。

・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。

・各行事の利用人数を制限するため、整理券を使用する場合がありますので、

該当の行事（カレンダーに 【せ】 を表示しています）に参加される場合は、

来館時に整理券をお取りください。

卓球、エアホッケー

学校が休み＆おわった時間にできます（ 1回１５分の予約制です）。

どうなの？おしえて！

人と人が、なかなかつながれない今、何か、困ったことや悩んでいる

ことなどを書き込めるように、館内に「クエッションボード」を設置しています。

書き込まれた内容に答えてあげてください。

いろいろな人とボードを通じて交流してみましょう！

※ ぎょうじのせいりけん について ※

ごぜんのぶんは、１０じに

ごごのぶんは、１じ３０ぷんに それぞれ、げんかんにだします。



　　　

工作 の申し込みについて

申し込み日： 2/ 4 （土） 9:00～ （ ※ 電話での申し込みのみ ）

○ 2/ 11 (土)  2:00～2:45 「フェルトのブローチ」 ※ 小学生 １０人まで
材料費：１０円 持ち物：木工用ボンド

○ 2/ 25 (土） 2:00～2:45 「ふわもこスライム」 ※ 小学生 １０人まで
材料費：５０円 持ち物：持ち帰り袋（ポリ）、ハンドタオル

※ 申し込みは、電話の方の分と「他の１家族分まで」とさせていただきます。

また、当日にキャンセルされた場合は材料費をいただきますので、

ご了承ください。

今月の申し込み行事は、ホームページにも掲載しています。 アクセスはこちら

小学生のみ

子育て相談について

○ 主任児童委員さんによる子育て相談 2/1 （水） 11:10～11:40
地域の主任児童委員さんによる子育て相談です。

○ 子育てＮＥＷＳ 2/22 （水） 11:10～11:40
子育て世代包括支援センターの担当者さんによる子育てに関する おはなしの時間です。

アートなひととき ❤

○ 2/4 （土） 「スパッタリング」 ～ ふしぎな絵具あそび

2:00 集合 小学生 ６人（先着） 材料費：10円

※ 申し込み受付中 （電話のみ）

○ 3/4 （土） 「ちぎり絵 」

2:00 集合 小学生 10人（先着） 材料費：無料

小学生のみ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解、ご協力をお願いします。

○ 必ず体温を測ってから来館してください。また、小学生以上はマスクの着用をお願いします。

○ 館内の消毒を行いますので、利用時間は 9:00～12:00  と 13:30～16:30 としています。

○ 館内の各部屋の利用可能人数を超える場合は、入室できません。また、館内全体の利用

可能人数に達した場合は、入館できません。

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、各行事の参加人数を制限する場合があります。

しかまん杯 なわとび大会

2/18 （土）

① ３０秒、段位にチャレンジ 2:00 ～ 3:30

② 回数王者をめざせ！ 3:30 ～ 4:00

それぞれ 幼児（5歳以上）、小学生 あわせて ２０人まで

※ 2/4 （土） 9:00～電話での申し込みのみ

自分の「なわ」を持参してください。

❤❤❤ 子育て相談 「おいでおいで企画」 について ❤❤❤

お子さんとあそびにこられた機会に、育児の不安、悩みや疑問など、

ちょこっとお話してみませんか。

職員（児童厚生員）へのご相談は、お気軽にどうぞ！ お電話でもどうぞ！

〇 飾磨児童センター 〇 東児童センター 〇 面白山児童センター
079-234-6090                 079-253-6001               079-294-3345

以上の３センターは、「社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団」が指定管理者として運営しています。

飾磨児童センター地域組織活動クラブ（母親クラブ）

令和 ５ 年度 会員募集について

地域組織活動クラブは、お母さん方の親睦と協力により、心身ともに健全な児童を育てるための

活動を行います。

自主的に、親子などで季節ごとの行事や遠足などの活動を楽しんだり、子育てに関する情報など

の交流を目的としたサークル活動も行っています。

ついては、幼児サークル「たんぽぽ」が、令和５年度に向けて会員を募集します。

どんなことをするのかな？ と気になった方は、ぜひ、体験会 （2 / 16 （木） 10:30～）

に参加してみてください。 ※ 2/2（木） 10:00～電話での申し込み

なお、下記の期間中、入会申込書を飾磨児童センターで受付けます。

申込書を受付ける期間

2 / 2 （木） ～ 14:00 ～ 16:00 （受付時間）

※ ただし、土・日 、祝祭日、休館日は受付けできません。

詳細は、別紙（たんぽぽ会員募集ちらし）をご覧ください。

夜泣きが大変…！

子育てってしんどい…
お友達がほしいなぁ…

※※※※※ おしらせ ※※※※※

２ / ２ （木） 午前中 は 特別行事のため、自由遊びと図書の貸し出しはできません

（図書の返却のみ）


