
         

日 月 水 木 金 土

1　★スキップランド 2　★てくてくランド 3　★あかちゃんランド 4　　卓球できるよ

10時30分～11時 10時30分～11時 　10時30分～11時 9時30分～12時

　わんぱくチャレンジ

「キャップ射撃」

★3・4・5歳さんあそぼう 赤ちゃん広場 10時～12時/1時30分〜4時

11時15分～11時45分 11時15分～11時45分 (地)総会

卓球できるよ　＆ 10時30分～11時

認定あそび道場 パズルできるよ 卓球できるよ 吉村先生おはなし会

3時～4時15分 3時～4時 3時～4時15分 3時30分～4時

5 6 8 9 10 11

★ヴァイオリン教室 ★スキップランド ★てくてくランド ★あかちゃんランド 卓球できるよ

お休み 10時30分～11時 10時30分～11時 10時30分～11時 9時30分～12時

★わくわくアート ★3・4・5歳さんあそぼう 赤ちゃん広場 ★スキップランド

赤ちゃん広場 11時15分～11時45分 11時15分～11時45分 11時15分～11時45分 10時30分～11時

2時～4時 卓球できるよ　＆ わなげ

認定あそび道場 認定あそび道場 パズルできるよ 卓球できるよ 3時～4時

3時～4時 3時～4時15分 3時～4時 3時～4時15分 防災訓練

12 13 15　★スキップランド 16  ★てくてくランド 17 ★あかちゃんランド 18　卓球できるよ

★ヴァイオリン教室 お休み 10時30分～11時 10時30分～11時 10時30分～11時 9時30分～12時

修了式 ★おやこでつくろう 主任児童委員さんの 赤ちゃん広場 ★スキップランド

11時15分～11時45分 子育て相談 11時15分～11時45分 10時30分～11時

赤ちゃん広場

2時～4時 卓球できるよ　＆ 造形クラブ

ミニ体力測定 認定あそび道場 パズルできるよ 卓球できるよ 「地図をかこう」

3時～3時30分 3時～4時15分 3時～4時 3時～4時15分 2時～2時30分

19 　卓球できるよ 20 21　 22　　　　お休み 23 24　★あかちゃんランド 25　　卓球できるよ

9時30分～12時 お休み ★てくてくランド 10時30分～11時 9時30分～12時

1時30分〜4時15分 10時30分～11時 赤ちゃん広場

レッツ！おりがみ 11時15分～11時45分 プラレールで

「ハチワレ」 卓球できるよ 卓球できるよ あそぼう

2時～2時30分 1時30分～4時15分 1時30分～4時15分 2時～3時

26 27 29 30 31 4/1　　卓球できるよ

卓球できるよ お休み 9時30分～12時

9時30分～12時 卓球できるよ 　わんぱくチャレンジ

日和先生のけん玉 1時30分～4時15分 10時～12時/1時30分〜4時

わんチャ³ 教室　3時30分 おもしろ山新聞 卓球できるよ 吉村先生おはなし会

3時～4時 つくろう　3時 1時30分～4時15分 3時30分～4時

4/2 4/3 4/5 4/6 4/7　★あかちゃんラ ンド 4/8

卓球できるよ お休み ★スキップランド ★てくてくランド 10時30分～11時 卓球できるよ

10時30分～11時 10時30分～11時 赤ちゃん広場 9時30分～12時

9時30分～12時 11時15分～11時45分

1時30分〜4時15分 卓球1時30分～4時15分 卓球1時30分～4時15分

認定あそび道場 さかなつりできるよ 卓球できるよ なわとびチャレンジ

3時～4時 3時～4時 １時30分～4時15分 3時～3時30分

1時30分〜4時15分

3時～4時15分

(お問い合わせ）姫路市立面白山児童センター　〒670-0055 姫路市神子岡前三丁目8-1　☎（079）294-3345

火

　★ヴァイオリン教室

　入講申込受付

（3/1～3/15）

7

ミニおはなしランド

11時～11時10分

チャレンジドミノ

卓球できるよ

14

ミニおはなしランド

11時～11時10分

チャレンジドミノ

3時～4時15分

卓球できるよ

9時30分～12時

★ヴァイオリン教室

面接選考日

28

3時～4時15分

カタミノやってみよう

3時～4時

4/4

ミニおはなしランド

11時～11時10分

チャレンジドミノ

姫路市立

おおきくなったかな 11時〜

ミニおはなしランド 10時30分〜10時45分

★印は申し込みが必要な行事です。※来館または電話で受付しています。

同じ行事を２つ申し込むことはできません。申し込んだ行事が終了したら、次の行事の申し込みができます。

開館時間 ： ９時～１２時/１時３０分〜４時３０分

※館内消毒のため、変更しています。

休館日 ：月曜日・祝日の翌日、年末年始 12/28～1/4

※気象警報発表時は臨時休館します。

利用対象 ：１８歳未満の児童 大人が同伴する乳幼児

利用方法 ： 自由来館 ※行事により事前申し込み必要

利用料 ： 無料 ※行事により材料費・参加費等必要

感染拡大防止のため

来館前の体調確認と検温、

マスク着用（小学生以上）

入館及び退館時の手指消毒 をお願いしています。

・体調不良の方は利用をお断りさせていただく場合があります。

・市の指導により館内の人数制限を設けております。

土日は遊戯室は小学生優先とさせていただきます。

・水分補給以外の飲食はできません。

ひなまつりウィーク

おもちゃ病院について
地元のボランティア吉田先生が修理してくださいます。

☆受付：開館日の 閉館15分前まで ※日曜午前中は行事で混雑するため、ご遠慮ください

☆おもちゃ1点につき100円（活動維持費） その他 修理に必要な部品代が発生することがあります。

☆電池のいるおもちゃには必ず新品の電池をご用意ください。

☆受付の時に問診票を書いていただきます。時間に余裕をもってお越しください。

対象：R5年度

新1年生
くわしくはHPを

ご覧ください

★：申し込みが必要な行事

（地）：地域組織活動クラブ

主催の行事

ひな祭りウィーク：3/1（水）～3（金）

子どもたちの健やかな成長を願って、地域組織活動クラブより親子に
ささやかなプレゼントがあります

（数に限りがあります）

おもしろやまHP

図書室は1日

利用できません

　　　児童センターは子どもたちの心と体の育ちを応援しています

＊＊＊主に小学生　対象＊＊＊

行事名 曜日 時間

ゆうぎ室に卓球台をだします。事務室で予約をしてください。

1回15分です。＊ゆうぎ室の混雑具合等により使えないこともあります。　

わんぱくチャレンジ 第1土曜日
10時〜12時

1時30分〜4時

認定あそび道場
水曜日

日曜日（月1回）

3時～4時15分
（日曜は4時まで）

パズルできるよ 木曜日 3時～4時

3月は「地図をかこう」です。　

レッツ！おりがみ 3月19日日曜日 2時～2時30分 3月は「ハチワレ」です。対象：5歳児(保護者同伴)〜小学生

わんチャチャチャ 3月26日日曜日 3時～4時 わんぱくチャレンジの昔の種目にチャレンジするチャンス！(わんチャ³）

日和先生の

けん玉教室

★ヴァイオリン教室 日曜日 ９時～12時

＊＊＊幼児と保護者　対象＊＊＊
★のついているプログラムは人数制限があり申込制です。定員に空きがあれば当日でも参加できます。

　同じ行事を2つ以上申し込むことはできません。申込行事が終了したら、次の行事の申込ができます。

行事名 曜日 時間 　　　　　　　　　　内　　　容

ミニおはなしランド 火曜日 11時〜11時10分 絵本の読みきかせの時間です。

水曜日

月2回土曜日

★てくてくランド 木曜日 10時30分～11時

★あかちゃんランド 金曜日 10時30分～11時

赤ちゃん広場
金曜日・日曜日

（不定期）

あかちゃんランド後

　　　　～11時45分

または2時～4時

おおきくなったかな 15日〜17日 11時〜 ゆうぎ室で身長、体重を計ります。

★わくわくアート 8日水曜日 11時15分〜11時45分

★おやこで作ろう 15日水曜日 11時15分〜11時45分

子育て相談 随時 随時

カレンダーを

みてね

カレンダーを

みてね

★スキップランド 10時30分～11時
2歳位～未就園児　幼児体操、手遊び、絵本などであそびます。

定員8組

ボランティアの吉村先生によるストーリーテリングや絵本の読みきかせです。

小学生対象。

けん玉、こま、なわとびの３種目があります。１級めざして練習しよう！

幼児からできるパズルを用意しています。

3月29日水曜日 3時30分～
ボランティアの日和先生が教えてくださるよ！

1歳～2歳位　ふれあいあそび、手遊び、絵本などであそびます。

定員8組

首すわり～1歳位 ふれあいあそび、絵本などを楽しみます。定員8組

★3･4･5歳さん

あそぼう
月2回木曜日 11時15分∼11時45分

３～5歳児対象。工作をしたり、体を動かしたりしてあそびます。

定員8組

赤ちゃん用のおもちゃを2階学習室に用意しています。

（乳児専用です。幼児はおもちゃ広場をご利用ください。）

※実施日時は裏面のカレンダーをご確認ください。

親子で季節を感じる製作をします。無料・定員8組

今月は「プチプチスタンプで作る菜の花畑」です

1歳半以上の親子でかんたんな工作をします。無料、定員8組。

今月は「ふらわーぽっと」です。

スタッフにお声かけください。

主任児童委員さんによる子育て相談：3月16日(木)10時30分〜11時30分

★：申込が必要な行事（電話・来館で受付）

申込が不要な行事は、時間に間に合うように来てください。

内　　　容

卓球できるよ

姫路市1位をめざそう!３月は「キャップ射撃」

４月は「ロングとショートで1分勝負」です。

吉村先生の

おはなし会

6年間継続してヴァイオリンのレッスンをします

R5年度の募集受付：3月1日～15日　新1年生が対象です（詳細はHP参照）

けん玉は児童センターにあります。マイけん玉を持って来てもOK。

第1土曜日 3時30分～4時

造形クラブ 3月18日土曜日 2時～2時30分
お絵かきや工作などでのびのび表現！　対象：５歳児～小学生

あ
そ
び
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
普
段
の
子
育
て
の
ヒ
ン
ト
に
な
る

「
子
育
て
豆
知
識
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

お子さんと遊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。

職員が子育て相談に応じています。

お電話でもどうぞ！

飾磨・東・面白山児童センター
（運営：（社）姫路市社会福祉事業団）

プラレールであそぼう 3月25日2時～3時

部屋いっぱいにレールを組んで電車を

走らせよう！

定員：10人程度

卓球ラリーチャレンジ

何回続くかチャレンジ！

いい記録が出たらおしえてね。
※「卓球できるよ」の日にできます

おもしろ山新聞つくろう 3月30日3時～

おもしろ山のひみつ（？）をさがして

新聞を作ろう！

対象：小中学生

ぼくのわたしのおすすめの本

児童センター図書室でおすすめの本

カードを作ってみませんか？
スタッフに声をかけてね！

子育て相談

「おいでおいで企画」

地域組織活動クラブより小学生向きの

本の寄付がありました。

人気の本です！気になる人は読みに来てね。


