４月（令和３年４月１日）

み か た だ い じ ど う か ん だ よ り
神戸市立美賀多台児童館
TEL ９６１－１８０８
ご入学・ご進級おめでとうございます。一年生になるお友達は、入学式が終わると、一人で児童館に遊びに来る
ことが出来るようになります！！児童館に遊びに来るときは、マスクを必ずつけて来館して下さい。
館長

吉川

雅之

♦おべんとう広場（親子対象） ２２日（木） ・ ３０日（金）
♦小中学生お昼開放日 ２４日（土）
お昼の時間（１２：００～１３：００）も児童館を開放します。お弁当を持って遊びに来てね。
※ 小学生のお昼開放日は小学生のみお昼開放となりますので、ご注意ください。
ひよこクラブ（０歳児）
5 月スタート
第 2・第 4 水曜日（10：45）

こあらクラブ（1 歳児）

２歳すこやかクラブ（２歳児）

第 1・第 3 水曜日（10：00）

毎週火曜日（10：00）

５月 スタート

すこやかクラブ（３歳児）
毎週木曜日（10：00）

５月 スタート

５月 スタート

ぴよぴよクラブ（０歳児）

※５組以下の場合火曜日に合同

９月スタート（７月受付）

日

４．

月

火

５．

水

７．

６．

木

金

土

１．

２．

３．

８．小学校 始業式

９．小学校 入学式

１０．

１５．なかよしひろば

１６．なかよしひろば

１７．

避難訓練
午後
１１．

１２．なかよしひろば

１３． なかよしひろば

親子工作

サーキット遊び

ぬりえ大会

１０：００/親子

10：00/親子

３：３０／小学生

小学生工作

紙芝居
４：１５／参加自由

おはなし会

２：００／小学生
１８．

１４．なかよしひろば

１９．なかよしひろば

４：１５／参加自由
２０．なかよしひろば

２１．なかよしひろば

親子スポーツ

２２．なかよしひろば

おべんとう広場

タイム

２３．なかよしひろば

スポーツタイム
3：30／小学生

２４．

小中学生
お昼開放日

１０：００/親子
２５．

２６．なかよしひろば

２７．なかよしひろば

音楽リズム遊び

ポストカード作り

１０：００／親子

３：３０／小学生

２８．なかよしひろば

２９．

３０．なかよしひろば

昭和の日

おべんとう広場
サーキット遊び
10：00/親子

＝３：３０～卓球遊びの日（小・中学生）

＝３：３０～コマ遊びの日（小・中学生、親子）

★ ４月７日（水） 午後 「避難訓練」 来館者 全員参加
★ ４月１２日（月）・４月１３日（火） ２：００／小学生 小学生工作 「ころころ坂道」
※申し込み制 各日先着１５名

★ ４月１３日（火） １０：００／親子

＜受付＞ ４月１日（木）～４月７日（水） 事務所にて申し込み

親子工作 「ころころ坂道」

※申し込み制 先着１５名

＜受付＞ ４月１日（木）～４月７日（水） 事務所にて申し込み

★ ４月１４日（水）・４月３０日（金） １０：００／親子 「サーキット遊び」 参加自由
★ ４月１４日（水） ４：１５／小学生 「おはなし会」 参加自由
★ ４月１５日（木） ３：３０／小学生 「ぬりえ大会」 参加自由 投票期間４月２６日～４月３０日
★ ４月１６日（金） ４：１５／親子・小学生 「紙芝居」 参加自由
★ ４月２０日（火） １０：００/親子 「親子スポーツタイム」 ※詳細は下記をご覧ください
★ ４月２３日（金） ３：３０／１～２年生 ・ ４：００～／３～６年生 「スポーツタイム」 ※申し込み制
＜受付＞ ４月１日（木）～ 定員になり次第しめきり

★ ４月２６日（月）

１０：００／親子

◎１～２年生 先着１５名

◎３～６年生 先着１５名

「音楽リズム遊び」

＜受付＞ ４月１日（木）～先着１５組 事務所にて申し込み

★ ４月２７日（火）

３：３０／小学生

「ポストカード作り」 ※申し込み制

＜受付＞ 先着１５名 ４月１日（木）～４月７日（水） 事務所にて申し込み

★ 親子で楽しくスポーツタイム～★
美賀多台児童館の遊戯室でお子様と一緒に体をいっぱい使って遊びませんか？？体育指導の先生を講師にお招きし
て、いっぱい遊びたいと思いますので是非参加してみて下さいね！！
＜日時＞４月２０日（火） １０：００～１時間程度
＜対象＞２歳児（平成３０年４月生まれ）～未就園児までの親子
＜受付＞当日事務所にて先着２０組定員になり次第締め切らせていただきます。
＜内容＞運動遊び・親子遊び

＜持ち物＞飲み物・汗拭きタオル・動きやすい服装（上履きか、はだしとなります）
マスク

令和３年度 親子クラブ申し込みについて
別紙で詳細をお知らせしております。ご確認の上、美賀多台児童館の事務所で申し込みをして下さい。
＜申し込み期間＞４月１０日（土）～４月２０日（火） ※定員になり次第締め切り
参加をご希望の方は申し込み期間に必ず事務所にてお申し込み下さい。（代筆不可）
新１年生のみなさまへ
ご入学おめでとうございます。１年生になると、児童館に１人で遊びに来ることができますが、入学式が
終わるまでは、１人で児童館に遊びに来ることはできません。入学式が終わるまでは、必ず保護者の方
と一緒に児童館に遊びに来て下さい。
美賀多台児童館
開館時間

９：００～１７：００ 【１２：００～１３：００は閉館します。】

TEL: （０７８）９６１－１８０８

２０２１年度
親子クラブ募集について
開始日程については、後日ホームページにてお知らせ致します
クラブ名

活動日時（予定）

ぴよぴよ

第２・第４水曜日

クラブ

10:00～10:30

対象
０歳児（４月１日現在） と保護者
（令和２年１０月１日～令和３年４月１日生まれ）

募集定員

先着
２０組

９月からスタート
ひよこ

第２・第４水曜日

クラブ

10:45～11:30

０歳児（４月１日現在） と保護者
（平成２年４月２日～令和２年９月３０日生まれ）

クラブ

第１・第３水曜日
10:00～11:00

1 歳児（４月１日現在）と保護者
（平成３１年４月２日～令和２年４月１日生まれ）

先着
２０組

クラブ

毎週火曜日

２歳児（４月１日現在） と保護者

10:00～11:00

（平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生まれ）

先着
２０組

毎週木曜日

３歳児（４月１日現在） と保護者

クラブ

10:00～11:00

（平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生まれ）

※合同の場合火曜日

５月１３日（木）からスタート

下記の申し込み期間
（９：００～４：３０）

下記の申し込み期間
（９：００～４：３０）
※12：00～13：00 は閉館

先着
２０組

５月１１日（火）からスタート

すこやか

（９：００～４：３０）

※12：00～13：00 は閉館

５月１９日（水）からスタート

２歳すこやか

７月より申し込み受付

※12：00～13：00 は閉館

５月２６日（水）からスタート

こあら

受付期間

下記の申し込み期間
（９：００～４：３０）
※12：00～13：00 は閉館
下記の申し込み期間

先着

（９：００～４：３０）

２０組

※12：00～13：00 は閉館

※人数が５組以下の場合、２歳すこやかと合同に
なります。

◆当児童館では、幼児とお母さんグループで楽しく遊んだり、母親同士で子育てについて学びあいながら
交流を深める場として、年齢別に各クラブを実施しています。
◆１年間を通じての登録制のクラブです。出来るだけ１年間の参加可能な親子でお願いします。
条件として、保育園・幼稚園に通園していない幼児とその保護者。

◆募集受付期間

４月１０日（土）～４月２０日（火）（ぴよぴよクラブは７月募集）

※期日を過ぎて人数が定員となっていた場合、クラブに入会できない場合がございます。ご注意下さい。
◆申込方法

各クラブについては、児童館事務所にて申込書（事務所にあります）に必要事項を記入
の上ご提出下さい。※今年度は定員人数になり次第締め切りとなります

◆やむを得ずご辞退される場合は、ご連絡下さい。

児童館には駐車場がありません。公共機関、自転車、徒歩で通える方に限ります。
（児童館にたくさんの苦情が来ていますので必ずお守りください）
申し込みの際も車でのご来館はご遠慮下さい。

