
平成２７年９月１５日 

第１６７号 

塩沢金城わかば児童館だより 
 平成２７年１０月 塩沢金城わかば児童館カレンダー 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

    １日 ２日 ３日 ４日 

午前    親子料理教室 ピラティス教室 自由来館・学童 
運動会 

午後    自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・15 時閉館  

        
曜日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 

午前 手作り広場 お 話 広 場  午前休館 すくすくクラブ みのりクラブ 自由来館・学童 
休館日 

午後 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・15 時閉館  

        
曜日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 

午前 
体育の日 

親子保育園体験 午前休館 親子料理教室 入園説明会 自由来館・学童 
ぬか釜体験 

午後 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・15 時閉館  

        
曜日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 

午前 アロマ 

 

お 話 広 場  午前休館 すくすくクラブ 人 形 劇  自由来館・学童 
休館日 

午後 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・15 時閉館  

        
曜日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日  

午前 自由来館・学童 親子保育園体験 午前休館 親子料理教室 ピラティス教室 自由来館・学童  

午後 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・15 時閉館   

        

☆児童館開館時間は、月～金曜日・・・１０：００～１８：００、土、日曜日・・・８：３０～１５：００ 

です。 

☆クライミングウォールの開放日は、毎週月曜日１５：００～１７：００です。 

☆ランチルームは、月～金曜日（水曜日は除く）１１：３０～１３：００の間利用可能です。 

※次回の児童館だよりの発行日は１０月１５日（木）です。 

 季節も秋に近づき、だんだんと涼しくなりました。夏休み中、小学生の一日学童保育でお休みだ

った子育て支援講座も９月から再開しました。１０月からの講座も盛りだくさんの内容でお届けし

ますので、ぜひご参加ください。１０月は講座の他にも「ぬか釜体験」、「人形劇」といった、た

くさんの行事を予定しています！秋は色々な行事に参加して、普段体験できないことを体験してみ

てください！ 

９月の予定は、QR コードより 

ご覧いただけます。各講座や 

行事の様子などもブログにて 

ご紹介しています。ぜひ児童館 

HP もご覧ください♪ 

（１１：３０～１３：００は、昼休みのためランチルーム以

外は閉館となります。また、毎週水曜日は午前休館となります。） 

塩沢金城わかば児童館アクセスマップ 

ＱＲコードはこちらから 



  

  
★☆行事・講座のご案内☆★ 

～この他の講座については裏面で紹介しています～  

Ｈ２８年度の新入園児募集の時期となり

ました。「認定こども園ってどんなとこ

ろ？」とご興味のある方、入園希望が未定

の方も説明会にご参加いただけます！ 

☆日 時：１０月１６日（金） 

１０：００～受付開始 

☆場 所：金城幼稚園・ 

金城保育園 

2Ｆホール 

☆締切り：９月２５日（金） 

※準備の都合がありますため、参加希望の

方は必ずお申し込みください。 

給食の試食も出来ます。（希望者のみ） 

(大人４００円 子ども２００円) 

１０月の 
おすすめ行事！ 

ぬか釜体験 

９月の 
おすすめ行事！ 

ＮＰＯ法人魚沼創造さんとの協働事業を行い

ます！ぬか釜で新米をふっくら炊きあげ、きりざ

いをのっけて「きりざい丼」を作ります！ 

力仕事もあるので、パパ達の参加もお待ちして 

います！！ご家族そろってご参加ください。 

☆日 時：１０月１８日（日） 

１０：００～１１：３０ 

☆参加費：２００円（一般） 

     １００円 

（のびのび会員） 

☆定 員：５0 名 

☆持ち物：エプロン・三角巾 

※汚れても良い服装でお越しください。 

上越市アレルギーすこやかクリニック院

長の田中泰樹先生をお迎えし、「食物アレル

ギーと誤食時の対応について」の研修会を

行います。 

☆日 時：１０月２１日（水） 

１５：００～１６：３０ 

受付開始 

☆場 所：金城幼稚園・ 

保育園 

2Ｆホール 

☆締切り：９月３０日（水） 

人形劇 
毎年大好評の人形劇を今年も開催します！！ 

劇団『小さな世界』さんにお越しいただき、 

「さんねんねたろう」「もりのこびと」を公演 

していただきます。 

☆日 時：１０月２３日（金） 

１０：００～１１：００（予定） 

☆場 所：金城幼稚園 保育園 2Ｆホール 

☆参加費：無料（児童館来館者は保険料１０円

となります） 

☆定 員：なし 

１０月の 
おすすめ行事！ 

入園説明会 アレルギー 
講習会 



  

 

日時 講座名 内容 

２日、３０日（金） 

１０：１５～ 

   １１：１５ 

 

 

 

 

講師：舘野明子先生 

ピラティス教室 

☆対 象：女性限定 

☆参加費：３００円 

☆定 員：１０組 

☆その他：講座中の託児も可能

です。 
     満６ヶ月～（１０：１５～ 

１１：１５ １時間３００円） 

     先着５名までとなります。 

必要な方はご相談ください。 

★インナーマッスルを鍛えましょう！★ 

身体の内側に意識を集中させ、 

全身をバランスよく動かし 

ながら筋肉を鍛えます！ 

☆マットはこちら 

でご用意いたします。 

５日（月） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

手作り広場（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

★手作りガーランド★ 

余った布を使って、手作りの 

ガーランドを作ります。 

お部屋に飾って、オシャレに 

アレンジしてみませんか。 

６日、２０日（火） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

お話広場（０歳～） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

★ハロウィンのお話★ 

ハロウィンやパーティ 

お話のあとはみんなで 

仮装をして楽しみましょう。 

（衣装のある方は持ってきてください。） 

８日、２２日（木） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

すくすくクラブ（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１５組 

★ハロウィンクッキー作り★ 

かぼちゃおばけを型どった 

クッキー作りを行います。 

作った後は、いっぱい遊びましょう。 

９日（金） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

みのりクラブ（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

 

★かぼちゃスープ作り★ 

かぼちゃスープを作りながら 

離乳食の初期・中期・後期も 

一緒に作ります。 

１３日、２７日（火） 

１０：００～ 

   １２：００ 

親子保育園体験 

☆参加費：親子 1組６２０円 

（給食費・保険料含む） 

☆定 員：５組 

認定こども園の『親子保育園体験』に来てみません

か？園でのあそびや給食も体験できますよ。 

「給食のメニュー」 

１３日：ごはん、じゃがいものそぼろ煮、わかめの酢の物、 

みそ汁、果物、牛乳 

２７日：ごはん、高野豆腐の唐揚げ、チンゲン菜のポン酢和え、 

みそ汁、果物、牛乳 

秋を感じながらいっぱい遊びましょう！ 

１９日（月） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

アロマ講座（０歳〜） 

☆参加費：３００円 

☆定 員：１５組 

★塩とドライハーブのモイストポプリ★ 

塩とドライハーブを使ったモイスト 

ポプリを作ります。使ったあとは、 

入浴剤にできますよ！ 

１０月 児童館講座カレンダー ハロウィンが 
テーマの講座が 
たくさん！ 



毎月発行される児童館だよりにて講座内容をお知らせします。希望される講座については、講座開催日

の前日（料理教室等は除く）までにお申し込みください。 

お問い合わせ：塩沢金城わかば児童館 

〒949-6408 南魚沼市塩沢 1393-21 Tel 782-5163 Fax 782-5164 

※おたより発行日の AM10：00～、講座の申し込みを受付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子料理教室 
親子で一緒に和気あいあいと料理を楽しみます。 

南魚沼産の野菜や食材を使った料理を一緒に作りましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆日 時：１０月１日（木）、１０月１５日（木）、１０月２９日（木）１０：００～１２：００ 

☆対 象：１歳児以上（１歳未満のお子さんをお連れの方はご相談ください。 
☆参加料：１組８００円 
☆定 員：８組（定員となり次第、締め切りとさせていただきます。） 
☆その他：初めてご参加される方を優先とさせていただく場合がございます。あらかじめ、ご承知置き

ください。 
     エプロン・三角巾・きれいな靴下をお持ちください。 
     アレルギーのある方は、お申し込みの際に必ずお伝えください。 

     食材の手配などがあるため、開催日前日のキャンセルは半額負担、当日キャンセルは、全額 
     負担いただきます。 

キリトリ 

平成２７年 １０月 塩沢金城わかば児童館講座申込書（参加者控え） 

     “講座料金はお釣りのないようご協力をお願いします” 

平成２７年 １０月 塩沢金城わかば児童館講座申込書（児童館提出用） 

参加児童名
ふりがな

        （    才  か月） 保護者名       

連絡先  （   －    －    ）                  

ご利用が初めての方は 

ご住所のご記入をお願いします〒     －                   

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

    １日 ２日 ３日 ４日 

午前    親子料理 ピラティス 自由来館 休 館 

申込        

 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 

午前 手作 り お 話 午 前 休 館 すくすく みのり 自由来館 休 館 

申込        

 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 

午前 体 育 の日 親子保育 午 前 休 館 親子料理 説明会 自由来館 ぬか釜 

申込        

 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 

午前 アロマ お 話 午 前 休 館 すくすく 人形劇 自由来館 休 館 

申込        

 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日  

午前 自由来館 親子保育 午 前 休 館 親子料理 ピラティス 自由来館  

申込        

 
※親子料理教室に全日申込される場合は、第１・第２・第３希望日をご記入ください 

参加児童名
ふりがな

        （    才  か月） 保護者名       

☆10 月 15 日のメニュー☆ 

●ハロウィンチーズミートパイ 

●バーニャカウダサラダ 

●きのこ汁 

●リンゴ 

親子で一緒に楽しめます！ 

ハロウィンメニュー 

盛りだくさん！！ 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

    １日 ２日 ３日 ４日 

午前    親子料理 ピラティス 自由来館 休 館 

申込        

 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 

午前 手作 り お 話 午 前 休 館 すくすく みのり 自由来館 休 館 

申込        

 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 

午前 体 育 の日 親子保育 午 前 休 館 親子料理 説明会 自由来館 ぬか釜 

申込        

 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 

午前 アロマ お 話 午 前 休 館 すくすく 人形劇 自由来館 休 館 

申込        

 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日  

午前 自由来館 親子保育 午 前 休 館 親子料理 ピラティス 自由来館  

申込        

 

☆10 月 29 日のメニュー☆ 

●かぼちゃのちぎりパン 

●豆腐のおばけハンバーグ 

●さつまいもサラダ 

●きのこの 

 スープ 

●柿 

☆10 月 1 日のメニュー☆ 

●かぼちゃとチキンのサン

ドイッチ 

●にんじんサラダ 

●オニオン 

スープ 

●ハロウィン風 

かぼちゃプリン 


