
平成２８年２月１５日 

第１７２号 

塩沢金城わかば児童館だより 
 平成２８年３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  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 
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 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 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 

午前 アロマ 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 
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 
春分の日 

自由来館 午前休館 自 由 来 館  自 由 来 館  自由来館・学童 
休館日 

午後 自由来館・学童 学童フェスティバル 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 ３１日    

午前 
自由登館日 自由登館日 自由登館日 自由登館日 

   

午後    

        

☆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３月１５日（火）です。 

 ようやく雪も降ってきて、冬らしい景色になってきました。お出かけする機会も減る時期ですが、そんな

時は、講座や自由来館で児童館にお越しいただき、楽しんでいただきたいと思います。 

また、風邪やインフルエンザが流行る季節でもあります。手洗い・うがいをしっかり行い、予防に努めてい

きましょう！ 

２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。 

http://www.kinjou.ac.jp/wakabajidoukan/ 

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 



  

  

親子保育園体験 

★☆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～  

 洗顔石鹸作りを行います。小さいお子さん

にも安心して使える石鹸です。 

美肌効果、保湿力のある手作り石鹸で、ママ

も女子力アップしてみてはいかがですか♪ 

ぜひ、ご参加ください。 

☆日 時：３月１４日（月） 

     １０：３０～ 

１１：３０ 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

 

講師：遠藤さゆり先生 

学童フェスティバル 

９月の 
おすすめ行事！ 

 学童クラブの児童が色々なコーナーで皆さんをお迎えします。 

遊びや運動のコーナー、男の子・女の子向けの工作コーナー、 

おやつのコーナーなど盛りだくさんの内容です。 

一緒に遊んだり、工作をして楽しみましょう！ 

☆日 時：３月２３日（水）１４：３０～１６：３０ 

☆定 員：３０名（おやつコーナーのみ準備の都合がありますので、 

事前に申し込みが必要です。遊び、工作のみであれば 

事前申し込みは不要です） 

☆参加費：１００円 

 

１０月の 
おすすめ行事！ 

アロマ講座 
女子力アップの石鹸作り 

  

 

 

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：３月１日、１５日（火）１０：００〜１２：００ 

     ※１日は２歳児クラスの体験はありません 

ので、あらかじめご承知おきください 

☆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 

※晴れたら雪遊びをします!! 

       

１日：ごはん・車麩の煮物・おからと 

チーズのサラダ・かぶのみそ汁 

果物・牛乳 

     １５日：混ぜごはん・魚のパン粉焼き 

         キャベツののり和え 

ポテトスープ・果物・牛乳 

あそび 

給 食 

色々なコーナーがあるよ！ 

・動く遊びコーナー 「的あて・クライミングウォール」 

・静かな遊びコーナー「けん玉・カプラ」 

・おやつコーナー  「ココアスコーン」 

・男の子向け工作コーナー 「牛乳パックのジャンプヘビ」 

・女の子向け工作コーナー 「くるみボタンづくり」 

３月の     

おすすめ行事 



 

 

日時 講座名 内容 

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 

筋肉を鍛えます！寒い冬に身体を 

鍛えて女子力をアップしましょう。 

☆マットはこちらでご用意いたします。 

７日（月） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

手作り広場（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

★ネームタグづくり★ 

ハンドメイドのネーム 

タグを作ります。名前を 

書くことが多くなる季節 

です。オシャレなタグで 

女子力アップ。入園・入学準備にも役立ちます。 

８日（火） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

お話広場（０歳～） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

★おおきくなったよのおはなし★ 

「大きくなったよ」のおはなしを 

楽しみます。みんなどのくらい 

大きくなったかな？ 

１０日（水） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

すくすくクラブ（０歳～） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 

★春を感じるももいろ蒸しパンづくり★ 

春らしい色合いのももいろ蒸し 

パンを作ります。 

天気が良ければ、雪遊びを 

しますので、雪遊びの用意を 

してくださいね。 

１１日（金） 

１０：３０～ 

   １１：３０ 

みのりクラブ（０歳〜） 

☆参加費：１００円 

☆定 員：１０組 
 

★キラキラスティックづくり★ 

ラップの芯を使って、振って 

楽しいキラキラスティック 

づくりを行います。 

 

３月 児童館講座カレンダー 「女子力」を 

アップする講座が 
満載!! 



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。 

参加者のみなさんと情報交換もできますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆日 時：３月３日（木）、３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。 

キリトリ 
平成２８年 ３月 塩沢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２８年 ３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 ５日 ６日 

午前  親子保育 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 手作り お 話 午前休館 すくすく みのり 自由来館 休 館 

申込        

 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 

午前 ア ロ マ 親子保育 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 春 分 の 日 自由来館 午前休館 自由来館 自由来館 自由来館 休 館 

申込        

 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日    

午前 自由来館  自由来館 自由来館 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       

親子で一緒に楽しめます！ 

児童館でおいしい料理づくりを

体験してみませんか？ 

☆３月３日のメニュー☆ 

●乙女な手まり寿司 

●パリパリサラダ 

●油揚げのみそ汁 

●ひな祭り 3 色ゼリー 

☆３月１７日のメニュー☆ 

●乙女な押し寿司 

●キャベツのハムマヨ和え 

●はんぺんのお吸い物 

●アセロラゼリー 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

  １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 

午前  親子保育 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 手作り お 話 午前休館 すくすく みのり 自由来館 休 館 

申込        

 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 

午前 ア ロ マ 親子保育 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 春 分 の 日 自由来館 午前休館 自由来館 自由来館 自由来館 休 館 

申込        

 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日    

午前 自由来館  自由来館 自由来館 自由来館    

申込        

 


