
            

日よう 月よう 水よう 木よう 金よう 土よう

1　わんぱくチャレンジ

「ロングとショートで　

1分勝負」
10時～12時,1時30分〜4時

吉村先生おはなし会

3時30分〜4時

2 3 4 5 6 7 8　　

 卓球できるよ ★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

9時30分～12時 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

1時30分〜3時30分 ◎2時〜4時 ◎11時15分〜11時45分

ｳﾙﾄﾗﾄﾚｰﾅｰ記録会 卓球1時30分～4時15分 卓球1時30分～4時15分 ◎2時〜4時 なわとびチャレンジ

3時30分〜4時 認定あそび道場 さかなつりできるよ 卓球できるよ 3時～3時30分

3時～4時 3時〜4時 3時～4時15分

9 10 11 12 13★てくてくランド 14 15

★スキップランド 10時30分～11時 ★あかちゃんランド  卓球できるよ

●ヴァイオリン教室 お休み 10時30分～11時 主任児童委員さんの 10時30分～11時 9時30分～12時

入講式 ★おやこでつくろう 子育て相談　

11時15分～11時45分 10時30分～11時30分 ◎11時15分〜11時45分 ★スキップランド

※はじめましてクラブ ★3・4・5歳さんあそぼう 10時30分～11時

申し込み受付開始 11時15分～11時45分

ミニおもしろ 卓球1時30分～4時15分 パズルできるよ きしゃにのろう2時〜3時 おにごっこ

体力測定 認定あそび道場 　3時〜4時 卓球できるよ 3時〜3時30分

3時～3時30分 3時～4時 3時～4時15分

16 17 19　★スキップランド 20 21 22　 卓球できるよ

●ヴァイオリン教室 10時30分～11時 ★てくてくランド ★あかちゃんランド 9時30分～12時

お休み ★わくわくアート 10時30分～11時 10時30分～11時 ★スキップランド

11時15分～11時45分 ◎11時15分〜11時45分 10時30分～11時

ひっくりかえして 卓球1時30分～4時15分 ◎2時〜4時 きしゃにのろう2時〜3時 レッツ！おりがみ

ゲーム　 認定あそび道場 パズルできるよ 卓球できるよ 2時〜2時30分

3時〜3時30分 3時～4時 　3時〜4時 3時～4時15分

23 24 25 26 27　★てくてくランド 28 29

●ヴァイオリン教室 お休み ★スキップランド 10時30分～11時 ★あかちゃんランド  卓球できるよ

10時30分～11時 ★3・4・5歳さんあそぼう 10時30分～11時 9時30分～12時

11時15分～11時45分 ◎11時15分〜11時45分

認定あそび道場 日和先生の ◎2時〜4時 プラレールであそぼう

3時～4時 けん玉教室 パズルできるよ 卓球できるよ 2時〜3時

 3時30分〜 　3時〜4時 3時～4時15分

30 5/1 2 3 4 5 6　　　　　お休み

●ヴァイオリン教室 お休み

フープであそぼう

3時〜4時

7 8　お休み 10 11 12 13　わんぱくチャレンジ

●ヴァイオリン教室 5月3日〜 ★スキップランド ★てくてくランド ★あかちゃんランド 「お手玉バランス」

14日は 10時30分～11時 10時30分～11時 10時30分～11時 10時～12時,1時30分〜4時

メッセージ 児童福祉 (地)公園清掃　2時〜

プレート作り 週間イ ベ ン ト 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

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

14

●ヴァイオリン教室

カーネーションの

はなたば作り

2時〜3時

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

ミニアスレチック2時〜3時

ミニおはなしランド

11時～11時10分

3時～4時15分

9

チャレンジドミノ

ミニおはなしランド

11時～11時10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

火よう

◎2時〜4時

チャレンジドミノ

3時～4時15分

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

18

ミニおはなしランド

11時～11時10分

11時～11時10分

チャレンジドミノ

チャレンジドミノ

3時～4時15分

ミニおはなしランド

3時～4時15分

姫路市立

★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。

●印は申し込みが終了している行事、（地）は地域組織活動クラブが主催する行事です。

◎印は「赤ちゃん広場」があります。

おおきくなったかな 11 時〜

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため来館前の体調確認と検温、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。

新型コロナウイルスの今後の対応状況の変化により変更がある場合は、児童センターのホームページに随時更新していきますのでご確認ください。

面白山おもちゃ病院
地元のボランティア吉田先生が修理してくださっています。

☆1点につき活動維持費100円を いただきます。

☆来館時、問診票の記入をお願いしています。

☆部品代などの実費がかかる場合があります。

☆電池のいるおもちゃは新品の電池をご用意ください。

☆日曜日午前中は行事で混雑するためご遠慮ください。

☆受付は閉館の15分前までです。

卓球

できるよ

9時30分～12時

ミニゆうえんち 幼児向け １０時〜11時

小学生向け 2時30分〜3時30分

おおきいこいのぼりつくろう 1時30分〜2時30分

さかなつりできるよ 3時〜4時

卓球

できるよ

9時30分～12時

＊＊＊主に小学生　対象＊＊＊

行事名 曜日 時間

わんぱくチャレンジ 第1土曜日
10時〜12時

1時30分〜4時

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。　

ウルトラトレーナー
記録会

4月2日(日) 3時30分～4時

チャレンジドミノ 火曜日 3時〜4時15分

認定あそび道場
水曜日

日曜日（月1回）
3時～4時

パズルできるよ 木曜日 3時～4時 いろいろなパズルができる日です。

さかなつりできるよ カレンダーをみてね 3時～4時 ゆうぎ室につりぼり出現⁈みんなでつりにきてね。

ミニおもしろ体力測定 4月9日日曜日 3時〜3時30分 体力測定を2種目します。毎月1回あります。続けて測ってみよう！

レッツ！おりがみ 4月22日土曜日 2時～2時30分 4月は「プッシュポップ」です。対象：5歳児(保護者同伴)〜小学生

日和先生の

けん玉教室

プラレールであそぼう 4月29日土曜日 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

●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、次の行事の申し込みができます。

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

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

おおきくなったかな 12日〜14日 11時〜11時30分 ゆうぎ室で身長、体重を計ります。

★おやこで作ろう
4月12日

水曜日
11時15分〜11時45分

★わくわくアート
4月19日

水曜日
11時15分〜11時45分

◎赤ちゃん広場
金曜日　ほか
（不定期）

あかちゃんランド後

　　　　～11時45分

または2時～4時

子育て相談 随時 随時

きしゃにのろう 4月14日、21日 2時〜3時

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！

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

ボランティアの日和先生が教えてくださるよ！

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。
4月26日水曜日 3時30分～

6年間継続してヴァイオリンのレッスンをします

スタッフにお声をかけてください。

主任児童委員さんによる子育て相談

：4月13日木曜日10時30分〜11時30分

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遊びます。

定員8組

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。

4月は「ちょうちょう」を作ります。

ミニ機関車(２〜5歳用)に乗ってみよう！

　　　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

★印がついている行事は申し込みをしてください。電話でも受付しています。

申し込みが不要な行事は、時間に間に合うように来てください。　　　●印がついている行事は、募集が終了しています。

内　　　容

姫路市1位をめざそう!4月は「ロングとショートで1分勝負」

5月は「お手玉バランス」です。

吉村先生の

おはなし会

時間内に何回おせるかやってみよう。

↑他にも小学生向けのあそびがあります。ウラのカレンダーを見て、「なんだろう」「やってみたい」と思ったら、あそびにきてください。

親子で季節を感じる製作をします。無料・定員8組

今月は「ゆびスタンプでつくる　つぶつぶいちご」です

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の◎印をご確認ください。

ゆうぎ室でドミノができる日です。

卓球できるよ
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

絵本の読み聞かせの時間です。

月1回土曜日 3時30分～4時
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。
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児童福祉週間イベント
「児童センター・星の子館にいってみよう！」

5月3日水曜日〜5月14日日曜日

※休館日を除く

子どもの健やかな成長を願い、楽しいイベントを
行います。

全館共通のスタンプラリーも同時に行います。

児童センターを利用するお子さんの保護者の方へ

児童センター登録届の提出をお願いいたします

登録届は、児童センターで災害や子どもたちの怪我等があった時に保

護者の方と連絡がとれるよう、あらかじめ緊急連絡先を登録しておく

ものです。

「児童センター登録届」を今月のセンターだよりとともに近隣校区の小学校

に配布をお願いしています。利用する児童センターまでご持参ください。

HPの登録届を印刷して使用できます。

児童センターにも用紙を用意しています。※年度毎の更新制

はじめましてクラブ 参加親子募集
1歳半以上の親子のグループ活動です。児童センター入門,お友達づくりに。

日程：5月19・26日、6月2・9・16・23・30日、7月7日

※申込：4月12日9時から

(詳細はチラシをご覧ください)


