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巡漑…休館曰

児童館利用時間は午前9堕30分～午後6時までです。ただし、密集、密接を防止するために児童館内の利用人数や活動内容を一部制限します。
また、新型コロすウィルスの感染状況により予定変更や再度、開館の利用段階を落としたり体館措置などを行う場合もあります。
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発熱や風邪症状があると
利用できません。

手ふきタオル‐

のみもの をもつてきてね。 撫小さなカバンに入れてくると便利 !

水分補給以外の飲食(おやつ 。お弁当)は

できません。
※小学生。中高生世代で特段の事情によつて
昼食場所が必要な場合は事前にご相談<ださい。
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」な児童館ではマスクをできるだけしてね痰L諏
おうちから持つてきたゲーム機・
力ごドゲーム等は児童館であそべません。
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活動します。そこで、みんなの夢を募集します。

トリームツリー (夢の本)をみんなの夢でいっばいにしよう !

桜丘児童館は「子どもの夢プロジェクト」|こ参加します

年かけて、みんなの夢がかなうよう1日中間と一緒に

★夢募集期間:3月 11日 (土 )～3月 31日 (金 )
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手芸「ポケッドティッシュケニスづく‖」
9日 (本たご4:00～ 5:00

針でチクチク !いろいろなデザインの四角い布をペタヘタ l

4月からはオリジナルのポケットテイッシュケースをもって

おでかけしてみませんか♪

☆対象 :小学1年生γ中高生世代       ‐

☆申込み :2月 22日 (水)ごご4:00～ 先着8名
☆持ち物 :フ ェルト1枚 (く わしくは、ちらしをみてください)
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17日(金)ごごZ:30～4800 ぽ懲ノ|
ハ     今回おるのは、『たんぼば』です。     毒群貯
口 講師の野上先生がやさしく折り方を教えて<れます。
ロ
二 ☆対 象 :乳幼児親子～中高生世代

ロ ☆当日蔓付。待つてもらうことがあります。卓球 1台、ノヽ ドミントンコートは2つです。 (ダブルス禁止)

☆対 象 :小学生1年生～中高生世代     ,、
☆申込み :希望する日の1週間前のごご5:00～
1コ ートにつき4人までです。代表の子が申込みをして<ださい。

その時に一緒にあそSお反達の名前、学校、学年をききます。

※11日は行事のためおやすみです。

薫隧儡餡酪鑽颯 鯰馘糀》蝙鰈 *

TEENS 「児童 1館にこ春ろう」
25日 (」L)午織5800～21日 (日 h揃9800(予定)

夢の企画第2;判 !児童館にとまつてな|こ してあそぼう?
みんなでOQOゲームしてあそぶ?1日楽し<すごそう !

対象 :小学5年生～中高生世代
☆申込用紙配布 :3月 1日 (水)～
☆申込み :3月 8日 (水)午後5:00～
☆参加費 :500円
☆くわし<は、申込み用紙をみて<ださい。

TEENS 『逃 走 中 」

します。
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マシュマロサンドづく‖」
25日 (土 )ごごZ:00γ3830
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☆対 象 :.小学1年生～中高生世代

.☆申込み :3月 11日 (土)午後4:00～ 先着8名
※電話での申込みはできません。

☆参加費 :100円 (申 に持ってきて<ださい)

☆場 所 :神奈川県藤沢市江の島
☆対 象 :小学1年生～中高生世代

☆申込用紙配布 :2月 21日 (火)～3月
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10日 G金)

☆申込み :2月 25日 (土)午前10:00～3月 10日 (金)先着20名
☆説明会 :3月 11日 (■)午後1:こKD～2:30
☆説明会には参加する本人が必ず参加してください。

※くわしいことは申込み用紙を見てください。
慶毬 ¨

☆対 象 :小学5年生ん中高生世代 氣餞
1..

☆場 所 :桜丘中学校庭      V監 :1亀
´

☆申込み用紙配布 :3月 1日 (水)～・訴電́へ 1

☆申込み :3月8日 (水)午後5,00～ 先着40名
☆くわしくはt申込み用紙をみて<ださい

事の企画

じこうかんに忘れ犠、服・帽子なこがたくさんあllきす。

ひ●こ‖てのない忘れ物は、さんねんながら児童館で片づけ舞 。

ここうあた
`:の

ある0こけ、3月 31日蓼でにこι:にきてください。
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4日も,8日、25日 (」L) r
(Эごご3:30～3:55 CCご4:00～ 4:25
③ごご4:30～4:55④ごご5:00～ 5:25

ドヾミントンをしてあそぼう !
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事の企画
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む (ソーシャ ィスタンスを保つため、25組前後を想定して実施します)
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対象ひろば名 活動日時
ヽ 3月の予定

わくわくひろば Q歳から1歳児
.火曜日

10130へ′11:30
7日 :さくらんぼリコーダーアンサンブルの演奏会

素敵な演奏をおきき<ださい。 ′   「~

きくらんぼひろげ
1歳から2歳児

とその保護者

水曜日

10:30へ′11:30
:日 :上用賀公園へいこう (現地集合) 雨天は児童館です。
3日 :お面を作つてみんなで、ミニ劇ごっこ&誕生会

のびのびタイム
乳幼児と

その保護者

、.金曜日

10:00～ 12:00

3日 ,10日・15日 (ホ )・ :6日 (ホ)・ 17日 (金 )

(15日夕,7日は、のびのびウ

“

です)

すべり台やくねくね道などの大型遊具で遊べます♪

晴れている時は、テラスでコンピカーでも遊べます !

ゆったιlあそぼう
乳幼児と

その保護者

金曜日 (月 1回)

3:30～ 5:00
:0日 :ひろ～いスペースにすべり台などの大型遊具をた<さん

出します☆場所 :桜丘区民センター体育室

るお けな し会

3日 (金)午前 10:30～ ::100
子育τ講座『親子ふれあい運動あそびinのびのびタイム』

10日 (金)午前:::00～ 11:30

親子で一緒に楽し<運動あそびをしましょうで

☆対 象 :乳幼児親子

☆申込み :2月 28日 (り0午前10:00～ 先着15組程度
☆講 ′師 :小峯弘子氏 (乳幼児運動指導・ 子育てアドバイザー)

子育てき座「心こ身体を整えるヨガ」
:0日 (ホ)午前10:30～ 11:30

ヨガで産後の身体を整え、リフレッシュしませんか?
☆対 象 :3か月～ハイハイ前<らいのお子さんとその保護者
☆申込み :3月 2日 (本)午前10:00～ 洗着10組
☆持ち物 :ヨガマットまたはバスタオル、のもみの
☆講 師 :内田香奈氏 (∃ガインストラクター)´

※動きやすい服装で来てください。

子育て講座「ベビトしヨガ」p 17日
(金)午前II:00～ 11:30

産後のからだをケアしながら赤ちもんと一緒にヨガポ=ズ !

自然と笑顔が浴れる時間を過ごしましょう

☆対 象 :1歳～3歳のお子さんとその保護者
☆申込み :3月 4日 (上)午前 10:00～
☆持ち物 :ヨガマットまたはパスタオル、飲み物
☆講 師 :豊田りえ氏 (ヨガ・ バレトンインス トラクター)

※動きやすい服装で来てください。

令和 5年度
。⌒
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親 :子サーク′しについて

親子サークル (にこにこサークル)は 1

外遊びを中心|こ活動します。季節の遊びやおうちではできない
1水遊びや外遊びを、親子で楽しみましょう !

☆説明会 :4月 中旬 (詳細は4月のおしらせをご覧ください)

☆対 象 :平成31年4月 2日生～令和 2年4月 1日 生まれの

楽しいおはなしがいうばいです !ぜひきてね

予冬鰺
☆対 象 :0歳～2歳くらい (保護者同伴)

☆場 所 :桜丘児童館すくすくひろば
☆申込み :当日受付です。 先着10名
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世田谷区立目書館主催 絵本 の読 み間か せの会

絵本の紹介や読み間かせの大切さなどのお話も間けます。(

☆会 場 桜丘区民センター集会室兼体育室  _.‐■

☆読み聞かせ :認知症体験者・藤原郁子氏  __… …l_

☆申込み :

子`育τ講座『ベビーマッサージ」
、7日 (火 )~午維2:00～3:30

るベピーマッサージをとおして、お子さんと
ふれあつて癒されませんか?マタニティーの方は、

赤ちゃん人形でベピーマッサージ体験ができます。

☆対象 :1か月～ハイハイ前くらいのお子さんとその保護者、
マタニティーの方            

｀
   .

☆申込み :2月 21日 (火)午前10:00～ 先着10組
*マタニティーの方は申込み当日から電話申込みできます。

☆持ち物 :バスタオル2枚、手6きタオル、飲み物
防水おむつ替えシート、授乳ケープ(母乳の方)

☆講 師 :鈴木和子氏 (ボデイーワークセラピスト)

鉤

_第2回地域懇議会

3日 (金)午前10300～ 11:45
｀

地域の中で育つ子どもたちのために、

何ができるか話し合い(

児童年の活動にご意見をお間かせ<ださい。
参加ご希望の方は桜丘児童館までご連絡ください

☆会 場 :桜丘区民センター体育室
お子さんとその保護者
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