
　

　

　　　　　島田市こども館 島田市本通三丁目３－３ おび・りあ４階 ☎０５４７－３４－３３４１ ＦＡＸ０５４７－３５－１８５２

令和２年 しまだしこどもかん

６月号 こどもかんだより

こども館行事予定

裏面の行事の申し込みは ５月２２日（金） １０：００より受付します

申し込み お問い合わせ ： 島田市こども館活動室 ０５４７－３５－００６３

受付時間 １０：００～１７：００（申し込みはご本人のみとなります）

開催日時 ： ６月２日（火）～６月３０日（火）

各時間１回

対 象 ： 小学生以上

今年度最初のタイムトライアルを開催します！

新一年生のお友達も参加できますので、

ぜひ挑戦してください！

みんなの参加をお待ちしています！

※タイムトライアル中はクライミングウォールで

遊ぶことはできません。

参加できるのは各時間１回まで、 再挑戦はできません。

※昨年度と石の配置は変えてあります。

島田市 ファミリー・サポート・センター

委託会員 受託会員
子どもさんを自宅で預かったり、送迎のお手伝いを

行っていただく方。

随時募集中です。

子どもさん（０歳から小学６年生まで）のサポートを

ご希望の方。
・保育施設、放課後児童クラブへの送迎

・習い事の送迎

・用事（通院・リフレッシュ）の間の預かり など

利用料金…１時間 ６００円～８００円

（受託会員への報酬となります）

受託会員になるには、入会の手続き後、６月から

開催する受託会員養成講座を受講していただきます。

受講前に必ずお問い合わせください。

入会希望の方は必要なものがありますので 必ず事前にお問い合わせください。

日時 分野 講座名 講師

４

１

２

３

５

６

６月１０日（水） 10:00～12:00 生活 子どもの生活と遊び 島田市立第一保育園 園長

６月１７日（水） 9:00～12:00 安全 普通救命講習Ⅲ 救命講習普及員

６月２５日（木） 10:00～12:00 食育 子どもの栄養と食生活 管理栄養士 塩澤春美 氏

６月３０日（火） 10:00～12:00

７月 ３日（金） 10:00～12:00

７月 ８日（水） 10:00～12:00

事故

心理

健康

事故防止・ヒヤリハット

心の発達とその問題点

小児看護の基礎知識

島田市こども発達支援センター 「ふわり」センター長

島田市健康づくり課 保健師

ＦＣＳアドバイザー

令和２年度 前期会員講習 会場 島田市こども館 多目的室

〈 会員募集 〉

島田市ファミリーサポートセンター３５－１８５１ までご連絡ください。

こども館からのおねがい

◎プレイルームでは体を動かして遊ぶことが多く、汗をかくことがあります。

水分補給のための飲み物、汗を拭くためのタオルや着替えを持って遊びに

お越しください。

◎新１年生のご利用については、まだまだ約束事が理解できにくいため怪我や

トラブルの恐れがあります。保護者同伴での入場をお願いいたします。

◎小学生のみで入場する場合、緊急時の連絡先を記入していただきます。

未就学児のみの入場はできません。必ず保護者同伴での入場となります。

（保護者１名に対し、未就学児３名まで）

クライミングウォール

タイムトライアル 開催！

新型コロナウイルスの影響に伴い、予防のため手洗いや消毒等のご協力をお願いいたします。

咳や熱等の症状のある方の入場はできません。あらかじめご了承ください。

また、行事につきましては、状況により変更・中止になる場合がございます。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



日 曜日

1 月 休館日

2 火

3 水

4 木 親子体操 ※２

5 金

6 土

7 日

8 月 休館日

9 火

 ＦＳＣ会員研修会（生活） ※３

あそびのひろば

11 木

12 金 おはなしでてこい ※３

13 土 手作りワーク「父の日プレゼント」 ※１

14 日

15 月 休館日

16 火

17 水  ＦＳＣ会員研修会（救急救命） ※３

18 木 幼児クラブ ※２

19 金

20 土

21 日

22 月 休館日

23 火

24 水 リフレッシュタイム ※３

25 木 FSC会員研修会（食育） ※３

26 金 ふれあいタイム

27 土

28 日

29 月 休館日

30 火  ＦＳＣ会員研修会（事故防止）

６月

行事予定

10 水

６月 １０日（水）あそびのひろばに協力

２４日（水）リフレッシュタイムに協力

日時 ６月２４日（水）１０：３０～１１：３０

場所 こども館多目的室

対象 市内にお住まいで１８才以下のお子様がいる方

講師 ≪atelierAllons-y アトリエアロンジー≫

丸山 充代先生

材料費 ３００円

申し込み １５名

💛輸入物のペーパーナプキンで『せっけん』をお洒落に

デコパージュしてみましょう(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡

島田市こども館 島田市本通三丁目３－３ おび・りあ４階 ☎０５４７－３４－３３４１ ＦＡＸ０５４７－３５－１８５２

手つくりワーク「父の日プレゼント作り」

しまだ中央母親クラブ

日時 ６月１３日（土）１３：３０～１５：００
場所 こども館多目的室
対象 市内小学２年生以上
材料費 ２００円
持ち物 プレゼントをいれる袋
申し込み １０名

☆悪い夢からお父さんを守り、心地良い
眠りをプレゼントできる…かな⁉

１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０

※１ 島田市内（初倉地区を除く）小学生のみ申込み可能

※２ 会員のみ参加可能

※３ 要申込み

こども館行事予定

「 ドリームキャッチャー 」

リフレッシュタイム

「初めてでも簡単♡デコパージュ」

１３：３０～１５：００

１０：３０～１１：００

１５：００～１６：３０

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０

★令和２年度幼児クラブ・体操教室

に通う親子を随時募集しています★
〈対象児〉 H29・4月2日～H30・4月1日生まれ

（島田市内にお住まいの親子）

〈期間〉 10：30～11：30 （8月はお休み）

幼児クラブ R3.3月まで 第3木曜日

親子体操 R3.2月まで 第1木曜日

講師 原木早江美先生

〈参加費〉 無料

〈教材費〉 幼児クラブのみ500円（年間分）

〈場所〉 こども館4階 多目的室

〈申し込み〉 こども館活動室 35-006

電話受付時間10：00～17：00

＊申込書の記入があります

＊どちらか1つの申し込みでも受け付けております


