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こちらからおたよりも確認できます♪

新林児童館
しんばやしじどうかん

ホームぺージ  

地域子育て支援ステーション（基幹ステーション）
新林児童館 京都市西京区大枝西新林町4-3 TEL・FAX 075-332-0214

暑さも和らぎ秋の訪れを感じるよ

うになりましたね

一歩あるけばどんぐりが拾えて、お

散歩も楽しい季節ですね

児童館では、秋もたくさんの催し

を企画しています！

ふらっと児童館に立ち寄ってみて

下さいね

☆未就学児・・・保護者の人と一緒にきてね
ねんせい ごご じ ふん

☆１～４年生・・・午後４時４５分まで

☆５・６年生 ・・・午後５時まで

☆中高生 ・・・午後６時半まで

〈冬時間実施中〉

※水筒を持ってきてください

※帽子がないとお外遊びはできません。

※土曜日は１０時から遊べます

※１２時～午後１時は昼食時間なので遊べません

家族に発熱・咳など症状がある方がいる場合、

また、学級閉鎖中のご利用はご遠慮ください。



ハイハイ ★ ピヨピヨ ★ 卓球クラブ

★ ダンスサークル ★ ドッジボールクラブ

ほのぼの ハイハイ ほのぼの ★ りんりん ピヨピヨ ★ 新林

★ きりえクラブ ★ ダンスサークル ★ ドッジボールクラブ ★ ダンスサークル

ほのぼの ハイハイ ほのぼの ママサークル ★ ドッジボールクラブ

★ きりえクラブ ★工作デー ★ ドッジボールクラブ ★ ダンスサークル ★

★ りんりん ピヨピヨ ★ 卓球クラブ

★ きりえクラブ ★ ギネスの日 ★ ダンスサークル ★

ほのぼの

★ きりえクラブ 避難訓練

〈不審者教室〉

中高生卓球タイム
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館内卓球大会

洛西支所で待ってます☆

新小就学児健診
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〈全員〉

21 22 23 24

子育てスマイル講座

らんらん♪絵本

17 18 19

ほのぼのスペシャル子育てスマイル講座

わらべうたベビーマッサージ

１１月１２日(土)は新林じどうかんまつりを新林小学校体育館
にて開催いたします。当日は準備等もあり、午前中から職員
がスタッフとして運営いたしますので、終日館内はご利用
できませんのでご了承ください。

全種目 交流卓球大会

西京ブロック

ぐんぐん☆プラス

★マークがついている取組
とりく

みは申込
もうしこ

みが必要
ひつよう

です。

月 火 水 木 金 土

28 29 30

中高生卓球タイム

じどうかんまつり

〈高学年〉

プチ＊プレイパーク

〈全員〉

らくさいっこあつまれ～

8 9

当日は職員がスタッフとなるので、
館ではあそべません。

３館交流試合

高学年クラブ

26
〈高学年〉

〈全員〉

25



☆HPやチラシもご覧ください♪



☆裏面に、乳幼児親子向け事業・小学生向け事業の詳しいお知らせをのせています。

☆HPやチラシもご覧ください♪

満員御礼

当日、職員はスタッフとして参加しています☆

現地でお待ちしています！！



テーマ

みのむしづくり

どんぐりを
さがしに行こう

お誕生日会

内容etc

じどうかんまつりで作った作品をかざろう☆

簡単工作をしたあと、
　　　近くまでどんぐりを拾いに行こう♪

１２月のカレンダーづくりと
　　　１１月生まれさんをお祝いするよ

２４日 品物づくり②

日にち テーマ 内容etc

１０日 品物づくり① １２月のお店屋さんに向けて品物づくり第１弾(o^―^o)

１２月のお店屋さんに向けて品物づくり第２弾(o^―^o)

ハイハイ

４日

１５日

８日

ピヨピヨ

１１日

１日

２５日

第3以外の木曜日 10:30～11:30 1歳半からのクラブ

～今月の手遊び～

「 ミックスジュース 」
～今月のうた～

「 どんぐり 」

毎週金曜日 １０:３０～１１:３０

1歳から自由参加のひろば

毎週火曜日 １０:３０～１１:３０

０歳から自由参加のひろば

◎どちらも最終日にお誕生日会をしています。お誕生月以外のお友達も手形、身長＆体重の測定もできます♪

今月のカレンダーは

サンタさんだよ🎄



（水）（月） （水）

１６日７日 ９日 ２３日

（祝日） (水)

★３０日

（月）

１４日 ２１日（月）

ぐんぐん☆プラス

２日（水）

プチ＊プレイパーク

２８日

（月）
日にち

２９日（火）10:30～11:30

講師：わらべうたベビーマッサージ協会 堀口 明香先生

わらべうたを歌いながら親子で楽しくスキンシップをしましょう♪

◎定員10組 ※詳細・申込みは児童館まで (電話可)

次回は…１２月２０日（火）

『ベビーマッサージ～骨盤ダンス～』です☆

１８日（金）10:30～11:30
講師：しぶ柿文庫 片山 静江さん

絵本や歌を通して子どもと一緒に

手遊び・身体あそびを楽しみましょう(^^♪

◎参加費・申込不要

◎場所：児童館ホール 次回は…１２月１６日（金）です☆

◎どちらも最終日にお誕生日会をしています。お誕生月以外のお友達も手形、身長＆体重の測定もできます♪

毎週月・水曜日 １０:３０～ 誰でも自由に遊べる日

ランチ・ママcaféは

お休みします。

１７日（木） １０:３０～１２:００
お母さん・お父さんでほっこりお喋りTIME♪

児童館で井戸端会議をしませんか？

２１日（月） １０:１５～１１:３０
西京区役所洛西支所の催しに職員が行きます♪

木の広場で一緒に楽しく遊びませんか？

お待ちしてます

◎申込み：洛西支所保健福祉センター 子どもはぐくみ室

TEL ３３２-９１８６

◎対 象：概ね１歳半以上の乳幼児親子さん

◎参加費：無料



『ベビーマッサージ～骨盤ダンス～』です☆

７・１４・２１・２８日（月）

３：３０～４：２０
たいしょう しょうがく ねんせい いじょう

○対象：小学２年生以上
ばしょ しんばやし じ どう かん

○場所；新林児童館ホール

２・９・１６日（水）

３：４５～４：２０
たいしょう しょうがく ねんせい いじょう

○対象：小学２年生以上
ばしょ しんばやし しょうがっこう

○場所；新林小学校グラウンド

２２日（火）

３：００～４：２０
『けん玉・お手玉

コマ・おおなわ』
たいしょう しょうがくせい いじょう

○対象：小学生以上
ばしょ しんばやし じ どう かん と しょ しｔ

○場所；新林児童館図書室
もうし こ しめ き

○申込み締切り： 日（ ）

２６日（土）１０：００～
たいしょう しょうがく ねんせい いじょう

○対象：小学２年生以上
ばしょ しんばやし じ どう かん

○場所；新林児童館ホール

※詳しくは部員に

お知らせします。

１・８日（火）

１０・１７・２４日(木)

３：００～４：２０

１２日（土） ３：１５～

『じどうかんまつり参加』

たいしょう しょうがくせい いじょう

○対象：小学生以上
しゅうごう ばしょ しんばやし じ どう かん

○集合場所；新林児童館

※詳しくは部員にお知らせします。

１２・１９日（土）
たいしょう しょうがく ねんせい いじょう

○対象：小学４年生以上
ばしょ しんばやし じ どう かん

○場所；新林児童館

※詳しくは部員に

お知らせします。

○対象：中高生

○場所；新林児童館

『強化練習』期間にも

参加待っています！

基本毎週土曜日

５：００～６：００

○対象：中高生

○場所；新林児童館

※詳しくは部員に

お知らせします。



１９日（土）

１０：３０～１２：００

３館交流試合
※詳しくは部員に

お知らせしています。

２６日（土） １：３０～：３：００ 桂徳児童館

２～４年生代表２名、５・６年生代表１名、計３人１チームで頑張ってきます！

１９日（土） ４：００～ 『代表選手強化練習』

２１日（月）～２５日（金） ４：４５～代表選手強化練習期間

３０日（水）

３：５０～４：３０
ふ しん しゃ きょうしう

『不審者教室』

おまわりさんから、

あやしい人に会ったときの

お話を聞くよ！
たいしょう しょうがくせい いじょう

○対象：小学生以上
ばしょ しんばやし じ どう かん

○場所；新林児童館

※詳しくは部員にお知らせします。

５日（土）

１０：００～１２：００

『２～４年生の部』
じょう い めい だいひょう せんしゅ

上位２名が代表選手です☆

１：００～３：００

『５・６年生の部』
じょうい めい だいひょう せんしゅ

上位１名が代表選手です☆

１５日（火） ３：００～４：００

『ムニムニくんづくり』

ふうせん こ むぎ こ

風船と小麦粉で

スクイーズをつくろう🎈
たいしょう しょうがくせい いじょう

○対象：小学生以上
ばしょ しんばやし じ どう かん

○場所；新林児童館




