
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

にじいろ 文化の日

4 5 6 7 8 9 10

振替休日 らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ

きりえクラブ おばけやしき準備 おばけやしき

11 12 13 14 15 16 17

リトミック らっこクラブ きっずサロン ぴぃちゃんクラブ きいてきいて

きりえクラブ わくわくデー 卓球デー

18 19 20 21 22 23 24

らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ 勤労感謝の日
トライアルキッズ（検定） きりえクラブ 卓球クラブ 将棋道場

25 26 27 28 29 30 12月1日

らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ ブロック卓球大会

卓球週間
きりえクラブ

2 3 4 5 6 7 8

らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ

きりえクラブ 館内将棋大会

9 10 11 12 13 14 15

らっこクラブ きっずサロン ぴぃちゃんクラブ きいてきいて

トライアルキッズ（記録会） きりえクラブ 卓球クラブ 館内将棋大会

16 17 18 19 20 21 22

リトミック クリスマスお楽しみ会

わくわくデー 卓球クラブ 卓球デー

23 24 25 26 27 28 29

大掃除

クリスマス会

30 31

閉館 閉館 年末年始　12/30～1/3まで閉館しています。

桂坂じどうかんだより 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

月号 

令和元年１１月１日発行 

桂 坂 児 童 館 

地域子育て支援ステーション 

TEL/FAX 333-6760 

乳幼児親子対象行事 

秋風が涼しく、過ごしやすい季節になりました。秋と言えば、運動・読書・食欲・・・！？色々な

ことに意欲的にチャレンジしていけるといいですね☆ 

朝晩の冷え込みも厳しくなってきました。体調管理には十分に気をつけていきましょう。空気が乾

燥してくるこの時期から手洗い・うがいを徹底し、風邪やインフルエンザの予防をしましょう！ 

 

『 リトミック 』 

【日時】１１月１１日（月）１０：３０～１１：３０ 

    １２月１６日（月）１０：３０～１１：３０     

【対象】乳幼児（首が座っている）とその保護者    

【講師】小谷 里美 氏（リトミック研修センター所属） 

【内容】音楽で楽しく遊びながら，子どもの持っている  

能力を引き出す基礎作りをしていきます♪ 

【参加費】３００円  

【定員】３０組 

  ※定員になり次第締め切ります 

【申込み】１０月７日（月）から 

じどうかんってどんなところ？ 
・０歳から 18歳までの子どもとその保護者が利用できます。（乳幼児さんは保護者の方と来てください） 

・利用時間は午前 10時から午後 5時までです。中高生は午後 6時 30分まで利用できます。 

・児童館に駐車スペースはありませんので，車での来館はご遠慮ください。 

 

【日時】１１月１３日・１２月１１日 

第２水曜日 午前１０：３０～１２：００ 

【対象】乳幼児とその保護者 

 すべり台や乗り物などでみんなで楽しく遊びませ

んか？！子育てについて悩み事があれば，担当者に

お気軽にご相談ください！ 

 

桂坂子育て応援サロン運営委員会 

桂坂きっずサロン 

 

【日 時】１１月 7日・１４日・２１日・２８日 

      １２月５日・１２日 

午前１０：３０～１１：１５ 

【対 象】0 歳児さんとその保護者 

【年会費】５００円  

【内 容】ふれあいあそび・うた・えほん など 

     随時メンバー募集を行っていますので， 

年度途中からでも入会できます♡  

 

ぴいちゃんクラブ 
 

１１月１日・８日・２２日 

１２月６日 

午前１０：３０～１１：３０ 

【対象】たっちからのお子さんとその保護者 

【内容】手遊び、絵本の読み語りや楽しい体操をしたあと，

大型遊具を出してみんなで元気よく遊びましょう！ 

※１１月１５日・１２月１３日は「きいてきいて」を実施しま

す。心理士さんや保健師さんによる子育て相談会をします。 

 

にじいろ 

クリスマスお楽しみ会 

【日時】１２月１７日（火） 

10：30～11：30 

【対象】乳幼児親子 

【内容】ひなたぼっこさんによる公演があります♪や 

きらきらモビール作りをします♪みんなで 

クリスマスを楽しみましょう☆ 

【定員】３０組 ※定員になり次第締め切ります 

【申込み】１１月５日（火）～ 

 

きいてきいて 

１１月１５日（金） ・ １２月１３日（金） 

１０：３０～１２：００ 

 

お子さんとの関わり方のコツを心理士さんや保健

師さんと一緒に考えてみませんか？お子さんと遊

びながら気になること、悩んでいることを相談で

きます♪ 

申込みはいりません。ぜひご参加ください☆ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生対象行事 

１１月２１日（木） 

１２月１２日（木）１９日（木） 

３：４５～４：２５ 

☆１１月は第３週木曜日のみの実施になります。 

１２月は第 2・第 3木曜です。（第 4からの変更） 

 

≪対象≫小学生 2年生以上 

 

１１月１４日（木）3：５0～4：２0 

「みんなであそぼう！ドッジボール」 
 みんなで楽しくドッジボールをします！ 

 ＊申込は児童館まで（～11/13） 

 

１２月１８日（水）3：５0～4：２0 

「 ドッチボールであそぼ 」 
 みんなでドッチボールで対戦しよう！ 

 ※申込みはいりません 

 

卓球クラブ  

トライアルキッズとは… 

けん玉・こま・お手玉の技にチャレンジ(検定) 

したり，けん玉・お手玉の回数やこまの長回し(記録会)

にチャレンジします。 

※偶数月は検定を行い，奇数月は記録会を行います。 

 

１１月１９日（火）「検定」 ３：００～４：25 

１２月 ９日（月）「記録会」３：００～４：25 
 

 

トライアルキッズ 

わくわくデー 

☆桂坂地域のボランティアさんに 

ご協力いただいている行事です☆ 

 

■将棋道場（山の手倶楽部 囲碁・将棋同好会） 

 １１月２２日（金）3：45～4：20 

１２月１３日（金）館内将棋大会  

 １１月はお休みです 

 

 

１１月１６日（土）２：００～３：００ 

１２月２１日（土）２：００～３：００ 

自由参加です！はじめてでも参加できます☆ 

■おはなしひろば（ひなたぼっこ） 

 １１月はおやすみです 

※１２月５日の乳幼児さん対象の 

「クリスマスおたのしみ会」で公演していただきます。 

１１月 6日・13日・20日・２7日  

１２月 4日・11日   （水曜日） 

４：２０～４：５０（一般） 

※１１月から冬時間になるため、一般 

来館の時間が変更になります。 

学童クラブ児童の時間は変わりません。 

きりえクラブ 

 

卓球デー 

今年も児童館がおばけやしきに変身！お友達を誘って参加してね！ 

１１月９日（土） 
３部制 ①１：３０～ 

     ②２：００～ 

     ③２：３０～ 
※申込みは１１月１日からはじまります。 

   時間帯をえらんで申込みしてね☆ 

それぞれ３０～３５人の定員です。 

  

 

おばけやしき実行委員のメンバー

が企画し、小道具作りなど準備を進

めています！ 

  

館内将棋大会 

２日に分けて大会をします。 

◆１２月 6 日（金）はさみ将棋・王様つめ 

３：３０～４：３０予定 

 ◆１２月１3 日（金）本将棋 

   ３：３０～４：３０予定 

 

※申込期間 １１月１１日（月）～１２月 2日（月） 

クリーンデー 

１２月１日に予定されている桂坂地域の 

「秋の統一ふれあいクリーンデー」を児童館

では１１月２９日に行います。 

１１月２５日（月）～１１月２９日（金） 

ブロック卓球大会に向けて練習しよう！ 


