
日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9

〔始業式〕

10 11 12 13 14 15 16

児童相談日 子育てひろば
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プラ板工作読み聞かせ 地図作り積み木遊び

令和4年4月号

児童館だより
№248

◇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はまだまだ収まりません。

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！

4月

5月

～入学・進級おめでとうございます！～

暖かい春のひざしの中、入学、進級するみなさん、おめでとうございます。

期待（きたい）と不安（ふあん）がいっぱいだと思います。

児童館では、みんなが、楽しく元気に安全に遊べるように 環境づくりをしっ

かりとやっていきたいと思います。遊びに来てくださいね！

4月23日（土）

DVD上映『ドラえもん・のび太の新恐竜』

10：00～12：00

大型スクリーンで大迫力！

参加は自由です。

◇保護者のかたへ◇

お子さまの入学、進級おめでとうございます。

児童館とは、お子さまに健全な遊びを与え、その健

康を増進し、また情操を豊かにすることを目的として

設置される屋内型児童福祉施設です。0歳から18歳未

満の児童が自由に来館し遊ぶことが出来ます。

お預かり施設ではありません。

利用は無料ですが、利用初日までに、緊急連絡先用

紙を提出してください。用紙は、児童館に用意してい

ます。

児童館内での事故には、保険が適用されます。

故意での物品破損、損壊は実費をいただきます。

送迎をされる保護者の方は、必ず前の大型駐車場で

児童の乗降をお願いします。

ご協力をお願いします。

小学校から児童館まで歩いて、

地図を作りました。

危険なところ再確認！

〔春の交通安全運動〕

みんなで作った交通安

全プレゼントを新1年に

渡しました。

4月18日より、児童厚生員川谷智美先生が産休に入ります。

4月1日より 新しく 圓入智子（えんにゅうともこ）先生が着任

しました。よろしくお願いします。

児童館のプランターも

花ざかり！

よつばを

見つけたよ♪
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日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9

子育てひろば 小・中学生

お休み 対象行事

10 11 12 13 14 15 16

児童相談日 読み聞かせ

10：00～12；00 10：00～11：30

17 18 19 20 21 22 23

児童相談日 こいのぼり製作 小・中学生

10：00～12；00 10：00～11：30 対象行事

24 25 26 27 28 29 30
児童相談日 うたあそび 休館

10：00～12：00 10：00～11：30 昭和の日

5月1日 2 3 4 5 6 7

児童相談日 休館 休館 休館

10：00～12：00 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

8 9 10 11 12 13 14

児童相談日 読み聞かせ 小・中学生

10：00～12：00 10：00～11：30 対象行事
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休館

休館
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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

児童館だより
～三光子育てひろば～

大型絵本や紙芝居、パネルシアターなど、

いろんなお話を用意しています。

【開館時間】 平日・第２、４土曜 ８：30～17：00

(日祭日・第１、３土曜 休館）

４/１４
木

４/２１
木

４/２８
木

読み聞かせ 10：00～11：30

うたあそび 10：00～11：30

こいのぼり製作 10：00～11：30

５月５日はこどもの日。お子さんの健やかな

成長を願い、かわいいこいのぼりを作りませんか？

季節の歌や音楽に合わせて

楽しく体を動かしましょう。

当面の間行事は定員１０組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。

３月10日 簡単おやつ作りを行いました。

行事名の通り、少ない材料でとにかく混ぜるだけ！の

バナナカップケーキ(*^-^*)

三光子育てひろばでは、

乳幼児のお子さんを対象とした行事を

木曜日１０：００～１１：３０に行っています。

主に季節の製作や読み聞かせ、うたあそびなど…

初めての方も大歓迎です♪
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