みなみじどうかんだより
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ホームページはこちら↓
http://www.minamijidoukan.sakura.ne.jp

＜申込または費用の表記のない行事・クラブは申込不要、参加無料です＞ ※各行事の申し込みは、ひとりにつき 1 回です。

★バルーンアート☆

ちび半

11 月 25 日（日）14：00～16：00
【対象】幼児と保護者、小学生～高校生
【内容】南の星ボランティアと一緒に
細長い風船で作品を作ろう。

★アレルギー相談☆
11 月 6 日（火）

申込不要！

★出前じどうかん in 元柴田公園☆

11 月 29 日(木) 15：00～16：00

ちび半

【対象】小学生 ※幼児親子も大歓迎！
【内容】児童館が竹馬などの遊び道具を持って遊びに行きます！
一緒に外遊びを楽しみましょう。幼児用もあります。
【集合場所】赤い T シャツを着た職員が目印！見つけてきてね。

★クラフト de こどものまち☆

10：00～12：00

★アレルギーの子でも安心クッキング☆
ちび全
～米粉と抹茶のリース風ケーキ～

12 月 9 日（日）
申

13：30～15：30

込

13：30～15：30

11 月 25 日（日）午前１０時～

こどものまちは平成 31 年 3 月 11 日(日)に開催します！

★出前じどうかん☆

元気スイッチ on!！
あつまれ！あいちのじどうかん

in 南区区民まつり

込

出前じどうかん
～あそびば～

11 月 17 日（土）午前１０時～ 電話可※
食物アレルギーがある子優先。
11 月 18 日（日）
食物アレルギーがない子は 11 月 20 日(火)午前１０時～受付可。
10：00～15：30
【対象】小学生、中学生、高校生 【定員】先着 12 人
【場所】
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル、飲み物
日本ガイシスポーツプラザ
【参加費】200 円(当日支払) 【講師】伊藤 日奈子
【協力】認定ＮＰＯ法人 アレルギー支援ネットワーク
児童館も参加します！
画用紙ですてきな
★食材等詳細は南児童館 HP(11 月中旬掲載)をご覧ください。
クリスマスツリーを
作りましょう♪

★屋内遊園☆

～手形の日～

★ちびっこの交通安全教室☆
11 月 30 日（金）
申

込

【場所】
こども未来館ここにこ
ここにこ広場 (豊橋市)
児童館イチオシの
工作やゲームが大集合！
ちび半

10：30～11：30

申 込 11 月 8 日（木）午前１０時～ 電話可※
【対象】5 ヵ月～9 ヵ月の乳児と保護者
【定員】先着 12 組
【内容】離乳食の基本や市販と手作りの違いなど。試食あり。

★ベビーマッサージ☆
12 月 14 日（金）

11 月 16 日（金）午前１０時～電話可※

ちびっこルーム開催行事のご案内

10：45～15：30

11 月 22 日（木）

10：30～11：30

【対象】幼児と保護者 【定員】先着 30 組
【内容】交通指導員さんによるちびっこでも
分かりやすいお話の交通安全教室。
幼児用の制服を着ての記念撮影もあります。

11 月 3 日（金・祝）

★離乳食(前半)のたべくらべ☆

11 月 20 日(火) 10：30～11：30
【対象】乳幼児と保護者
【内容】体育室でボールやゴーゴーカーなどでおもいっきり
体を動かしましょう。乳児さんがおもちゃで遊べる
スペースもあります。後半は手形を行います。

電話可※

【対象】小学 3 年生～6 年生 【定員】先着 12 人
【内容】毛糸と編み機を使って、こどものまちで販売する
商品をたくさん作ろう！持ち帰り分もあるよ。

特定原材料 7 品目を使わずにおやつを作ります。

12 月 1 日（土）

ちび半

～毛糸のキーホルダー作り～

【内容】食物アレルギー、アトピー、ぜんそく、
花粉症などについて自由に相談できます。
途中の入退場可。子ども同伴可。
【対象】子育て中の保護者
協力：名古屋南部アレルギーの会

申

雨天中止

申

込

ちび全

①10：00～10：45
②11：15～12：00

11 月 30 日（金）午前１０時～

電話可※

【対象】３ヵ月～９ヵ月の乳児と保護者
【定員】先着 18 組 【持ち物】湯さまし、バスタオル

ちび全マーク のついている行事はちびっこルーム１・２、ちび半マークのついている行事は
ちびっこルーム１にて開催予定です。開催中は一般利用できません。ご了承ください。開催日時については裏面にもご案内しています。

★ユースみなみ☆

極めろ！卓球

児童館を中学生は 19 時まで、
高校生は 20 時まで利用できます。

11 月 10・24 日(土)

ミニゲーム週間

13：00～14：30
11 月 13 日(火)～18 日(日) 【対象】小学生～高校生（保護者は可）

【対象】小学生～高校生

【内容】簡単なゲームをして
記録に挑戦しよう！
1～3 位の子には賞品をプレゼント！

＊学習できる場所もあります♪

【内容】母親卓球クラブのみなさんと卓球
の腕を磨こう！

静かに学習できる部屋を用意しています。
テスト勉強や受験勉強に使ってね。

10 月に募集済みの行事

●ベビーマッサージ 11 月 9 日(金)
●ストーリーde クッキング 11 月 10 日(土)

ちびっこ体操

※詳細はお問い合わせください
者

０才交流サロン

ちび全

11 月 13 日(火) 10：00～11：30

おもちゃ図書館
＆リトミック

11 月 2 日、16 日(金)
10：30～11：30

ちび全

【対象】2 歳以上の幼児と保護者
【持ち物】名前のゼッケン
体育室用シューズ、飲み物

11 月 8 日(木)

【対象】0 歳児と保護者 ※パパ・祖父母の参加も大歓迎！
今回は大生幼児園の保育士さんが来てくれます。

10：00～11：40

ちび半

【対象】6 ヵ月以上の乳幼児と保護者
【内容】おもちゃなどで自由に遊べます。
対象別リトミックも開催！(10:1０～は
11 月 27 日(火) 10：00～11：30
あんよ前までの子対象、11:00～は
【対象】1・2 歳児と保護者 ※パパ・祖父母の参加も大歓迎！
あんよのできる子～３歳未満の子対象。
今回は神松保育園の保育士さんが来てくれます。
※駐車場の入れ替えはありません。)

ママぴよサロン

毎週金曜日

おはなしでてこい

ちび全

11 月 1 日、15 日(木)
10：30～11：30
【対象】幼児と保護者
【内容】おはなし会 ZOO による
絵本の読み聞かせなど

みなみじどうかん ２０１８年 11 月カレンダー

カレンダーに時間表示のある行事開催中は、ちびっこルーム(全または半)にて開催予定です。一般利用はできませんので、ご了承ください。
なお、ちびっこルームのご利用方法等、詳細は南児童館ホームページや児童館窓口でおたずねください。
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☆ユースみなみ

☆は自由参加のクラブ・行事開催日、★は要予約の行事開催日、❤は行事の申込日です。詳細は表面の情報欄をご覧下さい。
.
〈保護者の方へお願い〉
お子様には、児童館へ貴重品（現金・ゲーム機など高価なもの）を持ってこないよう、ご家庭でご指導願います。万一紛失や盗難等があった場合、
児童館では責任を負いかねますので、ご了承ください。やむをえず、持ってきた場合は、事務所に預けてから遊んで下さい。
また、児童館での飲食は遊戯室のみ、飲み物は指定の場所でのみお願いします。ゴミはお持ち帰りいただきますようご理解とご協力をお願いします。

名古屋市南児童館

(地域子育て支援拠点)

開館時間：午前 8 時 45 分～午後５時
対象者：0 歳～18 歳未満の児童とその保護者
休館日：月曜日（市立小学校の夏休み・冬休み・
春休み期間中は日曜日）
祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館）
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

駐車場には限りがあります（10 台）。満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用
いただきますようお願いします。公共交通機関でのご来館にご協力ください。

＜公共交通機関ご案内＞
市バス ・新瑞 13（左回り）または新瑞 14「北頭」下車 北へ徒歩 6 分
・基幹１（栄～笠寺駅）「笠寺駅」下車 西へ徒歩 12 分
・南区系統（栄～神宮東門～笠寺）「南高校」下車 西へ徒歩 2 分
JR
東海道線「笠寺」駅下車 西へ徒歩 12 分
名鉄
常滑線「大江」駅下車 東へ徒歩 12 分

★南児童館は、
（社福）名古屋市南区社会福祉協議会が、指定管理者として運営を行っています。

