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月曜日

1 2 3 4 わんぱくチャレンジ

★３４５歳さんあそぼう10:30～

5 6 7 8 9 10 11

(地)なかよしひろば

12 13 14 15 16 17 18

(地)なかよしひろば 　防災訓練

おたんじょうび会　11:00～11:10

19 20 21 22 23 24 25

26 27

★３４５歳さんあそぼう10:30～

　　東児童センター子育て支援事業 　　　※実施日時については、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

　　★はじめましてクラブ（ミニ）　：1歳半からの幼児親子が、同じメンバーで行う活動です。　※募集定員いっぱいになりました。

大きくなったかな カレンダー参照 11:00～/11:45～ 身長・体重測定します。 成長の目安に（当日受付）

子育て相談 随時 スタッフが子育て相談に応じます。お気軽にお声掛け下さい

★おはなしランド カレンダー参照 10:30～11:00 10組 田上先生・貝藤先生による、わらべ歌や絵本の時間です

子育て豆知識 カレンダー参照 10:50～11:00 10組 乳幼児の育ちの情報をお伝えします

ストリート☆キーボード1:30～

行事名についているマークの説明　　★: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の行事

けん玉　3:30～

おにごっこ 3:30～ごむとび　3:30～

         ★IKO！
いろんな国のおやこあつまろう

第1・３木曜日 11:15～12:00 10組 外国にルーツをもつ親子であつまってあそびましょう！

おたんじょうび会 カレンダー参照 11:00～11:10 その月に生まれた乳幼児対象♪当日5分前までに申込んでね

主任児童委員相談日 カレンダー参照 10:30～11:30 お子さんの気になることなどお気軽にご相談ください

★３・４・５歳さん
あそぼう

第１土曜日 10:30～11:00 8組 3歳以上の幼児親子対象です。
体操をしたり工作をしたりします第3金曜日 11:15～11:45 10組

★てくてくランド
金曜日（第１・2･3） 10:30～10:50

10組
1歳から2歳位の親子対象です。

親子のスキンシップあそびが中心です金曜日（第１・2） 11:15～11:35

★赤ちゃんランド
木（第１・2･3） 10:30～10:50

10組
首すわりから1歳位の親子対象です。
ふれあいあそびを中心にしています木曜日（第２） 11:15～11:35

★スキップランド
水（第1･2･４）、第2土 10:30～10:50

10組　※土は8組
就学前の幼児親子対象です。

親子体操や手遊びなどで遊びましょう水曜日（3月） 11:15～11:35

キャップおに

ごむとび　3:30～  3:30～ 2:00～2:30

行事名 曜日 時間 定員 内容・対象

ザ・ゲーム2:00～ 11:15～11:35 ＩＫＯ!　11:15～12:00 11:15～11:35

わんチャレカムバック

けん玉　3:30～ こま　3:30～

おひなさまをさがせ
「カプラ積み」3:00～

28 3/1 3/2 3/3 3/4

わんぱくチャレンジ10：00～

 9:00～12:00 　★なかよし見学日 10:30～10:50 10:30～10:50 10:30～10:50

ミニミニ図書館
休館日

(地)なかよしひろば ★スキップランド ★赤ちゃんランド ★てくてくランド

「竹がえし」2:00～
（ミニ）11:15～11:45

2:00～2:30 「おひなさま」2:00～

チャレンジパズル

3:00～3:30けん玉　3:30～

ストラックアウト

3:00～3:30 こま　3:30～ 3:00～3:30

★はじめましてクラブ

まちがいさがしSP

おたんじょうび会11:00～

 9:00～12:00 11：00～11:10 10:30～10:50 11：00～11:10

休館日

ごむとび　3:30～ おにごっこ 3:30～ 「ECOサッカー」3:30～

ミニミニ図書館

休館日

ミニミニおはなし会 ★スキップランド ミニミニおはなし会 こま　10:30～11:00

ちひろさんとあそぼう ジャンケンベースボール レッツおりがみ

2:00～2:30 （ミニ）11:15～11:45 11:15～11:45 「ビー玉めいろ」2:00～

ごむとび わんチャレカムバック

3:00～3:30 こま　3:30～

10:30～10:50 10:00～11:30

おもしろ体力測定 ★はじめましてクラブ

ＩＫＯ!　11:15～12:00

★３４５歳さんあそぼう ★ちゃれんじ工房主任児童委員相談日10:30～

ミニミニ図書館
休館日

★おはなしランド

★赤ちゃんランド10:30～

★てくてくランド ★パレットクラブ

 9:00～12:00 　★なかよし見学日 10:30～11:00

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

なぞなぞラリー

10:00～11:00

「手拍子リズム」

チャレンジゲーム3:00～

10:30～10:50

ひがぽんの 11:15～11:35 11:15～11:35

音っちゃお♪ 2:00～

 9:00～12:00
休館日

10:30～10:50 10:30～10:50 10:30～10:50

★親子であそぼう

「布あそび」2:00～

　★なかよし見学日

（ミニ）11:15～11:45 1:30～3:00

こま　3:30～

ＩＫＯ!　11:15～12:00

チーズバトル3:30～

日曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10:30～10:50 10:30～10:50 10:30～10:50

ルービックキューブに挑戦

11：00～11：30

2:00～2:30

3:30～4:00

東児童センターの

マスコットキャラクターひがぽん ★スキップランド ★赤ちゃんランド ★てくてくランド 10:00～12:00/1:30～4:00

★はじめましてクラブ 子育て豆知識 10:50～ 11:15～11:35

ミニミニ図書館 ★スキップランド ★赤ちゃんランド ★てくてくランド ★スキップランド

★はじめましてクラブ

（ミニ）11:15～11:45

大きくなったかな　11:00～11:15／11:45～12:00

ストリート☆キーボード



●事前に申し込みが必要な行事　２月４日(土)9:00から電話でのみ受付します（先着順）

わんぱくチャレンジ10:00～12:00　1:30～4:00

　2月4日（土）「飛び込め！ピン球」  　対象：小学生

　３月4日（土）「キャップ射撃」　対象：小学生 ちひろさんとあそぼう「竹がえし」
　市内９児童センターでいっせいにチャレンジ！1位をめざせ 　19日（日）2:00～2:30

ストリート☆キーボード　　 　むかしあそびだよ！竹であそんでみよう

　2月4日（土）・３月4日（土）1:30～3:00 わんチャレカムバック 
　1回１０分　楽譜もちこみOK！対象：5歳以上当日先着順 　　１８日（土）3:３0～ECOサッカー

ひがぽんのなぞなぞラリー　 　　２６日（日）3:00～カプラ積み

　　５日（日）2:０0～２:３0、3:30～4:00 ★親子であそぼう　　わんぱくチャレンジの昔の種目にチャレンジしよう

　　ひがぽんがみんなになぞなぞをだすよ レッツおりがみ「おひなさま」

ルービックキューブに挑戦　１１日（土）11:00～１１:３0 　　２５日（土）2:00～2:30　先着10名

  ルービックキューブを持っている人は持ってきてね

音っちゃお♪　１１日（土）2:00～2:20
  「手拍子リズム」　対象：幼児～小学生

おもしろ体力測定　１２日（日）2:00～2:30

　　今月の児童センター１位はだれかな？

　東児童センター地域組織活動クラブ　 ★親子であそぼう「布あそび」
「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 　１０日（金）2:00～2:30

　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） 　対象：幼児親子10組

★地域組織活動クラブ「なかよしひろば」 　 親子で布を使ったわらべうたであそびましょう

　　　実施日：火曜日10時～11時

　　　対象：地域在住の就園・就学前の幼児親子

　　　会費：300円（年会費・保険料として）

令和5年度新規会員を募集をします。　

　　　申込受付期間：2月1日～26日（電話受付可）

　　　　　応募者多数の場合は抽選いたします。

　　　見学日：2月の活動日に、活動の様子を見ていただけます。

　　　　　見学日の申込…２月1日（水）9：00～各日先着若干名（電話受付可）

（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。

～ご利用案内～

持ち物など

画用紙(八つ切）またはスケッチブック、絵の具セット、
雑巾、水入れ、新聞紙、クレパス、ティッシュ、ゴミ袋

持ち物：はさみ、筆記用具
内容：ダンボールとストローでオリジナルめいろをつくろう

 4才以上
6人

  小学生
6人

対象／定員

ちゃれんじ工房
「ビー玉めいろ」

2月１８日（水）
2:00～３:00

行事名 日時

パレットクラブ
井澤先生の絵画教室です

２月1８日（土）
10:00～11:30

参加費

なし

２0円

あそびいろいろ おたのしみに♪
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。

運動あそびをしよう！

2月23日(木)2:00～2:30「ジャンケンベースボール」
3月 ４日(土)2:00～2:30「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。

おいでおいで企画

おはなしの世界を楽しみましょう

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。

ミニミニ図書館 毎週日曜 ９:00～12:00 ミニミニおはなし会 2３日（木・祝）11:00～11:10



～ご利用案内～


