あそびの広場便り
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12月のスケジュール
月
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水
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３歳以上

金

木

13:00

13:00

２歳

０歳

１歳

３歳以上

1
※年末年始のお休みは、１２月２９日（金）から １月３日（水）までです。
新年は、１月４日（木）から始まります。
よろしくお願いいたします。

4

絵本大好き
（午前）

5

絵本大好き
（午前）

6

絵本大好き
（午前）

7

ハートフルコンサート
11：00～11：３０

8

絵本大好き
（午後）
出張広場 本郷児童館
9：30～11：50

11

出張広場 第三児童館
9：30～11：50

12

モビール作り

（午前）

マイク作り
（午前）

出張広場

青葉第２学童クラブ

9：30～11：50

18

19

出張広場 第四児童館
9：30～11：50

13

出張広場 第二児童館
9：30～11：50

20

14

15
マイク作り
（午前）

出張広場
iプラザ
9：30～11：50

21
3歳以上お誕生会
（午前）

1歳お誕生会
（午前）

マタニティ広場
（午後）

マイク作り
（午前）

22
2歳お誕生会
（午前）

出張広場 本郷児童館
9：30～11：50

25

26

27

28

29
年末休み

月曜日 ０歳（10時～15時） 火曜日 １歳（10時～15時） 水曜日 ３歳以上（10時～13時）・０歳（13時～15時）
木曜日 ２歳（10時～15時） 金曜日 １歳（10時～13時）・３歳以上（13時～15時）
「絵本大好き」「お誕生会」は、午前中のスポットタイムの後に行います。（スポットタイム11時15分～、13時30分～）
※7日（木）11時～11時30分頃まで「ハートフルコンサート」を行います。コンサートの時間帯は、他の年齢の親子も参加でき予約は不要です。
公共の交通機関を使ってお越下さい。7日（木）はスポットタイム後に「絵本大好き」を行います。
※18日（月）「マタニティ広場」13時～14時30分までマタニティの方に広場の様子を見学していただきます。
※[モビール作り」は、天井から吊るすモビールを作ります。
※「マイク作り」ｍｙマイクを作ります。あなたもスターになりませんか？

☆出張あそびの広場とは☆
あそびの広場スタッフが児童館やiプラザへまいります。
お近くの方は、ぜひあそびに来てくださいね！
台風・大雪などでの天候不良で予定を変更する場合が
あります。 ホームページ・電話等でご確認下さい。

平成30年 1月の予定
第二児童館
１月 10日（水） ・24日(水)
第三児童館
1月
16日 (火) ・26日(金)
第四児童館
1月
17日（水) ・31日(水)
iプラザ
1月
11日（木） ・25日(木)
青葉第２学童クラブ
1月
9日（火）
本郷児童館
1月
15日 (月) ・29日（月）

子どもと家庭の総合相談
来所相談（予約制）
月曜日～金曜日 8:30～17:00
電話相談
月曜日～金曜日 8:30～17:00
< 土・日曜日・祝日・年末年始はお休みです >
18歳未満のお子さんがいる方ならどなたでも相談できます。
お子さんのこと、家庭のこと、お子さんからの相談など、
お気軽にご相談下さい。
子ども家庭支援センター
（向陽台小学校敷地内）
子ども家庭支援センター 本郷分室

ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ

042-370-0106
042-378-5036
042-378-6366
042-378-8900

♪
スポットタイムで歌います。
おでこさんを

12月のうた
スポットタイム

まいて（0歳）

おでこさんを まいて めぐろさんを まいて
はなのはし わたって こいしを ひろって

♪

１１時１５分～／１３時３０分～
いわしのひらき
１．いわしのひらきが しおふいて「パッ」

ソレッ

＊ズンズンチャッチャ ズンズンチャッチャ
ズンズンチャッチャ 「ホッ」

おいけを まわって
すっかり きれいに なりました

かじやのかっちゃん

（0歳）

かじやのかっちゃん おいでかな

いますよいます わたしです
ていてつひとつ うてるかい
ひとつといわずいくつでも
くぎいっぽん ぽんぽん ぽん

２．にしんのひらきが しおふいて「パッ」 ソレッ
＊くりかえし
３．さんまのひらきが しおふいて「パッ」 ソレッ
＊くりかえし
４．シャケのひらきが しおふいて「パッ」 ソレッ
＊くりかえし
５．くじらのひらきが しおふいて「パッ」 ソレッ

＊くりかえし

もういっぽん はいおわり

じごく ごくらく（0歳）

あわてんぼうの

サンタクロース

１．あわてんぼうの サンタクロース
じごく ごくらく えんまさんの まえで

クリスマスまえにやってきた

おきょうを よんで

いそいでリンリンリン いそいでリンリンリン

はりの やまに

ならしておくれよ かねを

とんでいけえ

きらきらぼし

リンリンリン リンリンリン リンリンリン
２．あわてんぼうの サンタクロース

きらきらひかる おそらのほしよ

えんとつのぞいておっこちた

まばたきしては みんなを みてる

あいたたドンドンドン あいたたドンドンドン

きらきらひかる おそらのほしよ

まっくろくろけの おかお

いぬのおまわりさん
１．まいごの まいごの こねこちゃん

ドンドンドン ドンドンドン ドンドンドン
３．あわてんぼうの サンタクロース
しかたがないからおどったよ

あなたのおうちは どこですか

たのしくチャチャチャ たのしくチャチャチャ

おうちをきいても わからない

みんなもおどろうよ ぼくと

なまえをきいても わからない
ニャンニャンニャンニャーン

チャチャチャ チャチャチャ チャチャチャ

ニャンニャンニャンニャーン
ないてばかりいる こねこちゃん

おしょうがつ

いぬのおまわりさん こまってしまって

ワンワンワンワーン ワンワンワンワーン

１．もう いくつねると おしょうがつ
おしょうがつには たこあげて

２．まいごの まいごの こねこちゃん
このこのおうちは どこですか
からすにきいても わからない
すずめにきいても わからない

こまをまわして あそびましょう
はやくこいこい おしょうがつ

２．もう いくつねると おしょうがつ

ニャンニャンニャンニャーン

おしょうがつには まりついて

ニャンニャンニャンニャーン

おいばねついて あそびましょう

ないてばかりいる こねこちゃん

はやくこいこい おしょうがつ

いぬのおまわりさん こまってしまって
ワンワンワンワーン ワンワンワンワーン

