みなみじどうかんだより
〒４５７－０８３３ 南区東又兵ヱ町３－３５－１
TEL/FAX （０５２）６１２－９７９５

２月号

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。

小学生・中学生対象

2 月 26 日(日) 10：00～15：30

(受付は 14 時 30 分まで)

今年も児童館にこどものまちが登場します！

市役所

こどものまち実行委員の子たちが、力をあわせて作った楽しいまちで、
お店でお仕事をしたり、働いてもらったお金で買い物やゲームをしたり
して楽しみましょう。みんなであそびに来てね♪

銀行

サンドイッチ

カステラ
クレープ

アクセサリー

※保護者の参加はできません。別のお部屋でお待ちください。

※こどものまち当日は、遊戯室・体育室・ちびっこルーム半面は一般利用できませんので
ご了承ください。また内容は変更になる場合があります。

ゲーム

ちび半
★バルーンアート☆
２月１８日（土） 14：00～16：00

２月２４日（金）

【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細長い風船で作ろう。
申

★０才交流サロン☆

込

２月１２日（日）午前１０時～

電話可※

【対象】①しっかり歩ける子～未就園児と保護者【定員】先着 20 組
②あんよ前の子と保護者 【定員】先着 16 組
【持ち物】バスタオル、飲み物、名前のゼッケン(あれば)
※他詳細は、申し込み時に説明。妊婦の参加不可。
【内容】リズムに合わせて、ママも赤ちゃんも筋力アップ！

ちび全

2 月 14・28 日(火) 10：00～11：30
【対象】0 歳児と保護者
【内容】おもちゃなどであそびながら、他の親子と交流ができます。

ベビーマッサージ

14 日は大生幼児園、28 日は宝保育園の保育士さんと
手遊びなどで遊びましょう。
ちび全

３月１０日（金）

★ママぴよサロン☆
2 月 21 日(火) 10：00～11：30
【対象】1・2 歳児と保護者
【内容】トンネル、滑り台、おもちゃ等で自由に遊べます。

①10：00～10：45
②11：15～12：00

申

込

ちび全

①10：00～10：45
②11：00～11：45

２月２３日（木）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

後半はリトミックなどを行います。

南児童館の紹介

★ちょっと先どり! ３月号のお知らせ☆

児童館ではこんなこともできます！

・おもちゃの貸し出しやお友だちと自由に遊べます。
・卓球、バスケットボール、バレーボール、ドッジボール
バドミントンなどのスポーツが楽しめます。
・図書室で本やマンガを読んだり勉強したりできます。
・子ども企画も募集中！やりたいことを応援します。
・乳幼児の親子が自由に遊んだり、飲食をしたりできる
お部屋「ちびっこルーム」(利用時間：9:00～16:40)
があります。
★あそびに！スポーツに！交流に！ぜひご利用ください。

ちびっこルーム開催行事のご案内

★バスハイク☆～石窯ピザ作り～ 小学生対象
石窯ピザを作って食べよう♪ウッドストラップも作るよ。

３月２８日（火） ８：４５～1６：45
申

込

３月１日（水）午前１０時～３月１１日(土)午後４時までに
児童館窓口にて 電話可
※１回につき２人まで申込可。
定員を超えた場合は抽選。詳細は申込時にご案内します。
【定員】３５人 【参加費】1800 円(体験料・昼食代)
【行き先】稲武どんぐり工房 (集合・解散は南児童館)

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
2 月 18 日(土) 13:00～14:30

ミニゲーム週間

【対象】小学生～高校生（保護者は可）

2 月 1４日(火)～1９日(日)

2 月 1 日(水)
10：00～11：30

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。

1 月に募集済みの行事

【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！

●チャレンジ！クッキング 2 月 4 日(土)
●べビーマッサージ 2 月 10 日(金)
●中高生クッキング 2 月 10 日(金)
●スターペアレンティング
2 月 8・15・22 日(水)

はっぴー❤サロン＆ ちび全
おもちゃ図書館「ぴこたん」

みなみちゃんランド

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。

＊ユースみなみ学習室＊

【内容】母親卓球クラブのみなさんと卓球
の腕を磨こう！

【対象】小学生～高校生

2 月２３日(木)※今月は第４木曜日
10：00～11：40

毎週金曜日

★定期的に勉強を教えて
もらいたい人、募集中！
対象：中学生、高校生

☆詳しくは職員まで。
ちび半

ちびっこ体操

おはなしでてこい

2 月 3・17 日(金)
10：30～11：30

2 月 2・16 日(木)
10：30～11：30

1

【対象】6 ヵ月以上の乳幼児と保護者
【対象】2 歳以上の幼児と保護者
【対象】幼児と保護者
【対象】幼児と保護者
【内容】おもちゃなどで自由に遊べます。 【持ち物】名前のゼッケン
【内容】 室内の遊び場ですべり台、
【内容】おはなし会 ZOO に
対象別リトミックも開催！(10:1０～は
体育室用シューズ、飲み物
ゴーゴーカーなどでおもいっきり
よる絵本の読み聞かせ
あんよ前までの子対象、11:00～は
【内容】先生と一緒に親子で楽しく
体を動かしましょう。
など
あんよのできる子～３歳未満の子対象。
体を動かしましょう。
※駐車場の入れ替えはありません。)

みなみじどうかん ２０１７年２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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木
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金
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☆おはなしでてこい

ママぴよクラブ

土
4

☆ちびっこ体操

10:30～11:30

日
5

茶道クラブ

バスケットボール

★チャレンジ！クッキング

クラブ

13:30～15:30
母親卓球クラブ

6

7

8

たねの会

9

☆ユースみなみ

10

☆極めろ！卓球

11

12

★スターペアレンティング

★ベビーマッサージ

お茶会

★こどものまち

10:00～12:00

①10:00～10:45

(茶道クラブ)

実行委員会⑧

②11:00～11:45
★中高生クッキング
母親卓球クラブ

13

14

15

❤ 親子ｄｅリズム体操

☆ユースみなみ

16

17

☆0才交流サロン

★スターペアレンティング

☆おはなしでてこい

10:00～11:30

10:00～12:00

10:30～11:30

☆極めろ！卓球

18
☆ちびっこ体操

母親卓球クラブ

☆ユースみなみ

茶道クラブ

21

バスケットボール

☆バルーンアート

クラブ

14:00～16:00

★こどものまち

☆極めろ！卓球

☆ミニゲーム週間開始→

20

(2/24)申込

19

実行委員会⑨
☆ミニゲーム週間←終了

22

23

24

25 ※

26 ※

☆ママぴよサロン

★スターペアレンティング

☆はっぴー❤ サロン

★親子ｄｅ

★こどもまち準備

☆こどものまち

10:00～11:30

10:00～12:00

（おもちゃ図書館）

リズム体操

(3/13)申込

10:00～15:30

☆ユースみなみ

☆極めろ！卓球

10:00～11:40
❤ ベビーマッサージ
母親卓球クラブ

27

28
☆0才交流サロン
10:00～11:30

(3/10)申込

※25日(土)は、こどものまち準備のため、午後1時から体育室・遊戯室・ちびっこルーム半面は使用できません。
※26日(日)は、こどものまち開催のため、体育室・遊戯室・ちびっこルーム半面は終日使用できません。

☆ユースみなみ

たねの会

☆ユースみなみ

☆極めろ！卓球

☆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。

