
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

子育てひろば

10:00～11:30 〔中・卒業式〕

6 7 8 9 10 11 12

児童相談日 子育てひろば ユニカール

10:00～12:00 10:00～11:30 10：30～11：30

13 14 15 16 17 18 19

児童相談日 子育てひろば

10:00～12:00 10:00～11:30

20 21 22 23 24 25 26

休館 マスコット作り

〔春分の日〕 〔小・卒業式〕 〔小中・修了式〕 10：30～11：30

27 28 29 30 31

〔離任式〕

1 2

児童館を

知ろう！

3 4 5 6 7 8 9

読み聞かせ 積み木遊び プラ板工作 みんなで交通安全

10：30～11：30 10：00～ 10：30～11：30 〔始業式〕 10：30～12：00

10 11 12 13 14 15 16

児童相談日 子育てひろば

10:00～12:00 10:00～11:30

　

休館

休館

休館

休館

休館

休館

休館

休館

休館

休館

令和4年3月号

児童館だより
№247

◇申し込み・問い合わせ◇

中津市三光児童館
中津市三光成恒４２１－１

℡ 0979(43)5194

利用時間：平日 8：30～17：00

日祭日、第1・3・5土曜 休館

◇児童健全育成相談のお知らせ◇
毎週月曜日 10：00～12：00

児童、保護者を中心に相談を受け付けています。

今、うれしかったり悲しかったり悩んだり…いろん

な気持ちを 話せる人がいますか？

しんどくなる前に 児童館に来てくださいね！

まずは 第一歩！ 〔秘密厳守〕

新型コロナウイルス・オミクロン株が中津市でも確認されています。

引き続き、感染拡大防止のため、ご協力をお願いします。

○ 来館時、手の消毒とマスクの着用をお願いしています。

○ 来館時には 必ず体温を測ります。

○ 常に館内の喚気をしています。

○ 時間を決め 館内を（手すりや机）消毒しています。床も消毒して

います。

○ 遊具等は返却された際に その都度消毒をしています。

遊びに来てくれるみなさんも 手指消毒や手洗いをしっかりしてください。

調子の悪いときは、元気になってからまた遊びに来てくださいね！

3月

4月

～卒業おめでとうございます！～

春の息吹が冷たい風の中にも感じられるこの頃。

卒業される皆さん、おめでとうございます。

それぞれの未来に期待と希望を持って進んでいきましょう！

在校生の皆さん、学年最後の月です。

元気に頑張っていきましょう！

『北京2022 冬季オリンピック』

私たちはたくさんの感動をもらいました。

そして 3月4日からは

『北京２０２２ 冬季パラリンピック』が始まります。

またまた 楽しみですね！

3月12日（土）

『ユニカール（室内カーリング）であそぼう！』

10：30～11：30

オリンピックで話題になったカーリング〔ユニカール〕を

児童館でもやってみましょう！

ルールは簡単です。一人での参加もだいじょうぶ！

◇3月26日（土）

『春の交通安全運動・マスコット作り』

10：30～11：30

4月6日～15日 今年も春の交通安全運動に

参加します。今年は新1年生にむけて

交通安全を呼びかけたいと思います。

手渡すマスコット作りを手伝ってください。

◇4月8日（金）～

来館してくれた新1年生に マスコットを渡し、

交通安全について呼びかけます。

◇4月9日（土）

10：30～12：00

児童館を出て、通学路を歩いてみましょう。

危険なところ再確認!!

みんなで交通安全！

放課後、みんなで作りました。

土曜日に仕上げて、

はい！パチリ📷📷
かわいいおひなさまです！

おひなさま作り



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

読み聞かせ

10：00～11：30

6 7 8 9 10 11 12

児童相談日 おやつ作り 小・中学生

10：00～12：00 10：00～11：30 対象行事

13 14 15 16 17 18 19

児童相談日 うた遊び

10：00～12：00 10：00～11：30

20 21 22 23 24 25 26

休館 子育てひろば 小・中学生

春分の日 お休み 対象行事

27 28 29 30 31

子育てひろば

お休み

　

休館

休館

休館

休館

休館

休館

【開館時間】 平日・第２，４土曜 ８：３０～１７：００

（日祭日・第1、３、５土曜 休館）

児童館だより
～三光子育てひろば～

問い合わせ・申し込み

中津市三光児童館
中津市三光成恒４２１－１

☎ 0979【43】5194

令和４年

簡単おやつ作り

大型絵本や紙芝居、エプロンシアターなど

色んなお話を用意しています。

読み聞かせ

※コロナウイルス感染拡大予防のため、

当面の間行事は定員１０名とさせていただきます。

参加希望の方は予約連絡をお願いします。

また、感染状況により、行事内容を変更、

中止する場合があります。

季節の歌や音楽に合わせて

楽しく体を動かしましょう。

３/３
木

３/１０
木

３/１７
木

うた遊び

少しの材料で作ることができる

バナナのカップケーキを作ります。

※アレルギーのある方はお申し出ください。

２月３日（木）

鬼の帽子を作って豆まきをしました♪

今回的となった鬼は、児童館に来館した小学生が

作ってくれたもの(^^)/その鬼に向かって元気に

〝おにはーそと！！〟

みんなでボールを投げてやっつけました☆

２月２４日（木）

小さなペットボトルにお花紙を

ちぎって入れておひなさまを作りました🎎🎎
出来上がりをみると色んな表情のおひなさまが

にこにこと並んでいました(*^-^*)
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