
平成２７年８月１７日 

第１６６号 

塩沢金城わかば児童館だより 
 平成２７年９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 ５日 ６日 

午前  お話広場 午前休館 親子料理教室 ピラティス教室 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・15 時閉館  

        
曜日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 

午前 アロマ講座 親子保育園体験 午前休館 すくすくクラブ みのりクラブ 自由来館・学童 手打ちうどん 

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  自由来館・15 時閉館 

        
曜日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 

午前 手作り広場 お話広場 午前休館 親子料理教室 ピラティス教室 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 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 

午前 
敬老の日 国民の休日 秋分の日 

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・15 時閉館  

        
曜日 ２８日 ２９日 ３０日     

午前 アロマ講座 親子保育園体験 午前休館     

午後 自由来館・学童 自由来館・学童 自由来館・学童     

        

☆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９月１５日（火）です。 

 夏休みも半分を過ぎ、いよいよ折り返しになりました。納涼祭・お泊まり会、エコ講座も終わり、児童館

の行事を楽しみました。また、小学生のみんなは毎日元気よく、夏休みの宿題をしたり、おもいっきり遊ん

だりと夏休みを満喫しています。児童館では、８月末まで小学校が夏休みのため、１日中学童保育をしてい

ますが、月～土曜日の自由来館・火曜、木曜のわくわくコーナーでは、小さいお子さんもご来館いただけま

す。 

８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。） 

☆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。 

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☆★ 

親子保育園体験 
  

 

 

認定こども園の『親子保育園体験』に来てみませんか？ 

お子さんの年齢に応じて、親子一緒に楽しめる遊びを 

準備してお待ちしています♪。 

☆日 時：９月８日、２９日（火）１０：００〜１２：００ 

☆対 象：０歳児（８か月～）、１歳児、２歳児 

☆参加料：親子1組６２０円（給食費・保険料含む） 

☆定 員：５組 

       
      ※月齢・年齢によって内容は異なります。 

 
※晴れたらお散歩に出かけます!! 

 

８ 日：枝豆そぼろごはん・ぎせい豆腐 

    いんげんのゴマ和え・味噌汁 

果物・牛乳 

２９日：ごはん・鶏肉の甘酢あんかけ 

    野菜のピーナツ和え・田舎汁 

    果物・牛乳 

～この他の講座については裏面で紹介しています～  

ベビーマッサージは、パパ・ママが赤ちゃんとふ

れあい生命の尊さを実感することができる「心の

コミュニケーション」です。パパ・ママが、ご自

身の手で赤ちゃんにしてあげるベビーマッサージ

を体験してください。 

 

☆日 時：９月７日、２８日（月） 

１０：３０～１１：３０ 

※２回コースとなります 

☆参加費：１回３００円 

☆定 員：１５名 

 

あそび 

給 食 

アロマ講座 

作って学ぼう！！手打うどん 
～食べ物のことを学んでおいしいうどんをつくろう～ 

粉から作る、きのこや旬の野菜がたっぷり入った“手打ちうどん”を作ります♪料理をしなが

ら、食材を観察したり、匂いを感じたり、調理方法を学んだりと、いろんなことを学びます。 

☆日 時：９月１３日（日） １０：００～１１：３０（受付開始：９：４５～ 時間厳守でお願いします） 

☆参加費：４００円（１食分 一般参加者） 

     ２００円（１食分 のびのび会員） 

☆定 員：５０名（幼児～小学生とその保護者） 

☆持ち物：エプロン、三角巾 

☆その他：1 食分のうどん分量の目安は、 

約１５０グラム×1 玉と具だくさん汁 

 

９月の 
おすすめ行事！ 



  

 

日時 講座名 内容 

１日、１５日（火） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

お話広場（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

★食べ物の絵本★ 

食べ物がたくさん出てくるお話の絵本を読みま

す。お話のあとは小麦粉粘土でお弁当づくりを

して遊びます。 

 

 

 

 

４日、１８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。 

お子さん同伴もOKです 

のでお気軽にお越しください 

１０日、２４日（木） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

すくすくクラブ（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１５組 

★簡単ラスク作り★ 

ココナッツオイルを使った、 

おいしく簡単にできるラス 

クを作ります。晴れたら園庭 

で外遊びをします。 

１１日、２５日（金） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

みのりクラブ（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

 

 

★発育測定と足型フレーム作り★ 

お子さんの身長、体重を 

測って、足型を採り、足型を 

きれいに飾る足型フレームを 

作ります。 

１４日（月） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

 

手作り広場（０歳〜） 

☆参加費：３００円 

☆定 員：１０組 

☆その他：大人のみの参加も 

     可能です。 

★簡単ヘアリボン作り★ 

かわいくて簡単にできる 

リボン型のヘアゴムを作ります。 

ハンドメイドでオシャレな 

アクセサリーを一緒に作りま 

しょう。 



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 
集まった参加者と一緒に親子で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：９月３日（木）、９月１７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。 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

  １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 

午前  お 話 午 前 休 館 親子料理 ピラティス 自由来館 休 館 

申込        

 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 

午前 ア ロ マ 親子保育 午 前 休 館 すくすく みのり 自由来館 うどん 

申込        

 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 

午前 手 作 り お 話 午 前 休 館 親子料理 ピラティス 自由来館 休 館 

申込        

 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 

午前 敬老の日 国民の休日 

休日 

 

秋 分 の 日 すくすく みのり 自由来館 休 館 

申込        

 ２８日 ２９日 ３０日     

午前 ア ロ マ 親子保育 午 前 休 館     

申込        

キリトリ 

平成２７年 ９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 ９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〒     －                   

☆９月３日のメニュー☆ 

●秋野菜たっぷりのラザニア 

●豆腐のサラダ 

●コンソメスープ 

●果物 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

  １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 

午前  お 話 午 前 休 館 親子料理 ピラティス 自由来館 休 館 

申込        

 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 

午前 ア ロ マ 親子保育 午 前 休 館 すくすく みのり 自由来館 うどん 

申込        

 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 

午前 手 作 り お 話 午 前 休 館 親子料理 ピラティス 自由来館 休 館 

申込        

 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 

午前 敬老の日 国民の休日 

休日 

 

秋 分 の 日 すくすく みのり 自由来館 休 館 

申込        

 ２８日 ２９日 ３０日     

午前 ア ロ マ 親子保育 午 前 休 館     

申込        

 
※親子料理教室に両日申込される場合は、第１・第２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       

☆９月１７日のメニュー☆ 

●おやき 

●糸ウリの和え物 

●具だくさんきのこ汁 

●水ようかん 

親子で一緒に楽しめます！

食材はすべて南魚沼産 


