岡山市南ふれあい児童館
WEB サイトへジャンプ！→

南ふれあい児童館
「
」印のついている活動は、地域子育て支援拠点事業の乳幼児向けの活動です。
地域子育て支援拠点事業実施時間…水・木・日曜日（10:00～13:00）
、火・金曜日（12:00～15:00）
♦ 電話または来館でお申込みください。

♦ 電話または来館でお申込みください。
（月３回まで）
事前申込

事前申込
【１歳～２歳未満】

毎週 水曜日 10:30～11:30（受付 10:00～）

6日

【８ヶ月～１２ヶ月程度】
月１回 火曜日

たなばた【ホール】

１３日

あそびのひろば

２０日

うごいてあそぼう

２７日

リトミック【ホール】
・子育て講座
「五感を刺激して 親子で楽しいリトミック」
講師：尾銭由美子先生

５日

親子ふれあいあそび

事前申込
【３ヶ月～７ヶ月程度】
月１回 火曜日

１２日
事前申込

14:00～15:00（受付 13:30～）

14:00～15:00（受付 13:30～）

親子ふれあいあそび

場所：３階プレイルーム（16 組程度）

【２歳～就学前】
毎週 木曜日 10:30～11:30（受付 10:00～）

※バスタオルとおもちゃ１個をお持ちください。
※12 日は、宇野助産師さんによる子育て相談があります。（５組程度）
※上のお子様を連れての参加はご遠慮ください。

７日

たなばた【ホール】

１４日

あそびのひろば

２１日

うごいてあそぼう

２８日

リトミック【ホール】
・子育て講座
「五感を刺激して 親子で楽しいリトミック」
講師：尾銭由美子先生

場所：３階プレイルーム（16 組程度） ３階ふれあいホール（３０組程度）
≪お知らせ・お願い≫
・

マークのある日は、製作道具（クレヨン・のり・はさみ・
セロハンテープ・ウエットティッシュ等の手拭き）をお持ちください。

・１３日(水)は、看護師さんによる子育て相談があります。
（5 組程度）
・毎回誕生日会を行っています。
・１家族につき、保護者１人の参加でお願いします。
（ご兄弟がおられる場合は、子どもの人数まで参加できます。）
・
「お弁当ひろば」は、当面の間お休みです。

児童館を利用する際のお願い
・マスクの着用・検温・手指消毒にご協力ください。
・ご利用者及び同居家族に発熱等、風邪症状がある場合は、利用を
控えていただくようお願いします。
・受付時に連絡先の記入をお願いします。
・多くの方が利用できるように、長時間の利用はご遠慮ください。

【申込み・問い合わせ】

直通（０８６）２６１－７０４６
〈申込み・問い合わせ時間〉12:00～18:00
【休 館 日】

※赤ちゃん１人につき保護者１人の参加でお願いします。

当日参加
受 付

日
場

【乳幼児と保護者】

時：毎週 木曜日 13:30～14:00
所：３階 プレイルーム（先着２０組程度）

７日
１４日

パネルシアター「スイスイ水族館」他
パネルシアター「うみのうたをうたおう」他

※７日はボランティアグループ「おひさま」さんによる読み聞かせがあります。

※夏休み期間中はお休みです。次回は 9 月 8 日です。

当日参加
受 付

【乳幼児と保護者】
日
場

時：第１・3 日曜日
所：3 階 プレイルーム（先着１６組程度）

〈おはなし広場
10:30～10:50 〉
３日 大型絵本「れいぞうこ」他
１７日 大型絵本「くだものいろいろかくれんぼ」他
〈わいわい広場
10:50～11:３0〉
３日 たなばたかざりをつくろう♪
１７日 ゆらりんスイカをつくろう♪
※製作は、先着 20 人分の材料がなくなり次第終了となります。

【保育室利用時間】

火～土曜日
日曜日・祝日

12:00～18:00
10:00～18:00

毎週月曜日・第３土曜日・年末年始
※今後の市内における新型コロナウィルス感染症の状況により対応を変更する場合があります。
※おたよりの内容は変更になる場合があります。

岡山市南ふれあい児童館
WEB サイトへジャンプ！→

南ふれあい児童館

事前申込

事前申込

夏休み貯金箱工作
貝殻やビーズを使って、ステキな
フォトフレームを作ろう！

カードを入れると、貯金したお金が出てくるよ。
ATM 貯金箱を作ってあそぼう！

【日
【場

時】 ７月３１日（日）10:00～12:00
所】 3 階 第 2・3 研修室

【日

【対

象】 小学生親子・中学生親子

【場

所】

３階 第３研修室

【定

員】 8 組

【対

象】

小学生・中学生

【材料費】 ５００円

【定

員】

各回 10 人

【講

【参加費】

無料

【申込み】

７月 22 日（金）までに

師】 川田 正美先生

【申込み】

7 月 23 日（土）までに

時】

①７月 30 日（土）1４:00～1６:00
②８月

７日（日）1４:00～1６:00

電話または来館でお申込みください。

①②のどちらか希望日を選んで

※当選者のみ連絡します

電話または来館でお申込みください。
※当選者のみ連絡します

当日参加
受 付

７月２４日（日）

運動クラブ

第１･３木曜日

あそびクラブ

第２･４木曜日

みんなで色々なあそびを体験してみよう！

「なぞときラリー」 先着２５０人

【日にち】

3 か所でなぞなぞを解いて、参加賞をゲットしよう！

【時 間】
【場 所】
【対 象】
【参加費】

１０:００～１５:００
3 階 ホワイエ
乳幼児と保護者、小学生～高校生
無料

「カプラであそぼう！」
【時 間】 １０:００～１３:００
【場 所】 3 階 第 1 研修室
【対 象】 乳幼児と保護者、小学生～高校生
【参加費】 無料
※参加多数の場合は、入場制限を行う場合があります。
3 階ふれあいホールでは、「ファインディング・ニモ」を
上映します。詳しいイベント情報はＨＰまたはチラシにて

【申込み・問い合わせ】

直通（０８６）２６１－７０４６
〈申込み・問い合わせ時間〉12:00～18:00
（毎週月曜日・第 3 土曜日を除く）

【HP】https://www.okayama-fureai.or.jp/
※詳しいイベント情報はＨＰまたはチラシにて。
※申し込み等で取得した情報に関しましては、ご連絡と統計のみの利用とさせていただきます。

【時 間】
【場 所】
【対 象】
【申込み】

運 動 ク ラ ブ…7 月 7 日
…7 月 14 日
16:00～17:00
３階 プレイルーム
小学生
当日参加受付

児童館を利用する際のお願い
・マスクの着用・検温・手指消毒にご協力ください。
・ご利用者及び同居家族に発熱等、風邪症状がある場合は、利用を
控えていただくようお願いします。
・受付時に連絡先（保護者の電話番号）の記入をお願いします。
・多くの方が利用できるように、長時間の利用はご遠慮ください。

【プレイルーム利用時間】

火～土曜日

12:00～18:00

日曜日・祝日

10:00～18:00

※おはなしの時間（木曜日）・赤ちゃんクラブ（月 2 回火曜日）がある場合、
小学生以上のプレイルーム開室は、15 時 30 分となります。
【休 館 日】

毎週月曜日・第３土曜日・年末年始（12/29～1/3）

※今後の市内における新型コロナウィルス感染症の状況により対応を変更する場合があります。
※おたよりの内容は変更になる場合があります。

