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〒424-0884 静岡市清水区草薙 一里山 3 番 1 号
Tel・Fax 054-345-5100
http://kusanagi.shizuoka-jidokan.jp/

草薙児童館は、
「子どもたちが地域で健やかに育つこと」を目指し、社会福祉法人静岡市社会福祉協議会が指定管理者として運営しています。

静岡市児童館『子育て応援月間』特別企画

5 日（火）～23 日（土）
午前・午後

各 5 組（休館日を除く）

14 日（木） 10 時～12 時
【内容】今しか残せない手形・足型のアート作品
を作ります。（児童館に見本があります。）

参加までの流れ
1 次優先チケット

【対象】０歳から未就園児親子

配布日：8/15（火）～9/3（日）

【事前申込】

30 組

6 日（水）10 時～

条件：リユース品を児童館に 3 点以上ご提供頂いた
方。9/5 から始まるリユースマーケットの日にちと
時間を優先てきに選べるチケットがもらえます。
（ご希望日に 1 回のみ使用ができる券）
◎リユースマーケットは、子どもの成長によって、
着られなくなった衣類などを、地域で子育てをして

１日（金）～23 日（土） 10 時～16 時
（休館日とお昼の休憩時間を除く）
【内容】草薙児童館の希望の木から

飛び立つ

白いハトに未来の希望を書きましょう。
【対象】児童館は 0 歳から 18 歳まで

る方々に役立てて貰えるように行っています。
2 次チケット

9/5(火)～9/10(日)まで配布します

条件：1 次優先チケットをもらえなった方。
※リユースの参加には、チケットが必要です。

食育教室 親子料理教室
2 日（土） 10:00～12:00
【対象】小学生親子 【定員】先着１2 組
※ただし、小 4 以上は 1 人でも参加ＯＫ！

【申込】8 月 26 日（土）10 時～
※直接児童館に申し込み
【持物】エプロン・三角巾
ＭＥＮＵ

【定員】３部制で ３０名
◆詳細は『乳幼児おやこさんの行事欄』を
ご覧ください。
【車で来館される方へ】
★駐車場も共同使用しているため停められる台数が非常に少
ないです。駐車マナーも守ってくださいね♪
【行事に関すること】
★行事の内容により、お部屋を使用できないこともあります
ので、ご了承ください。

敬老の日プレゼントづくり
16 日（土） 10：00～15：00

電話はＮＧ！
他

『夏野菜のパスタ』他
共催：静岡市食生活改善推進協議会

（12:00～13:00 はお休み）
【対象】小学生以上 【定員】当日先着 30 名
【内容】おじいちゃん、おばあちゃんに
ポケットティッシュケース作ろう
やりたい人は当日受付で声をかけてね

おりがみあそび
9 日（土）

10：30～11：30

【対象】年少～小学生
【定員】当日先着 10 名

♪中高生ルーム♪18 日（月）15 時～17 時

壁面づくり

27 日（水）～30 日（土）

乳幼児おやこさんの行事
❤キッズ
ミュージック❤
くさなぎ『擬音まつり』
現役 私立小学校の音楽の先
生を講師に迎えます。

❤おはなしひろば❤
お話しボランティアの『未完』
さんが、パネルシアターや読
み聞かせ、手あそびなどをし
てくれます。お楽しみに♪
【日時】7 日（木）

【日時】5 日（火）

10：30～11：00

10：０0～11：00

❤でんしゃであそぼう❤

❤ママカフェ❤
ボランティアさんによる読み
聞かせや、8・９月の子のお誕
生会もします。
お誕生日の写真を撮ります。
15 分前には、事務所窓口へ

ゆうぎ室に木製の電車を広げ
て仲良くあそびましょう。

【日時】13 日（水）

【日時】12 日（火）

10：00～12：00

【対象】 乳幼児親子

【対象】 0 歳～３歳まで

【定員】 先着

【定員】 なし

【対象】 未就園児親子

【定員】 なし

【申込】 当日 自由参加

【定員】 先着 14 組

【申込】 当日 自由参加

20 組

【持物】 あればスマホ携帯
【申込】8/29（火） １0 時～

【対象】 0 歳～３歳まで

10：30～1：00

【申込】 9/5（火）13 時～

❤キッズ写真館❤

❤ひよこランド❤

【期間】5 日（火）～23(土)

『おはなしあっぷっぷ』さん

10：０0～15：00
【対象】 0 歳～3 歳まで

❤ママと楽しく

❤わんぱく体操❤

お歌の時間❤

の読み聞かせ手遊びがありま

親子で楽しく季節の歌などを

す。

歌いましょう。

『きのいい羊達』の先生と
たのしく 親子で体操やゲ
ームをしよう。運動あそび
のできる服装できてね。タ
オルや水筒も忘れずに♪

未就園児
『子育て応援月間特別企画』

【日時】20 日（水）

に変身して写真を撮れる特設

【対象】 0 歳～３歳まで

コーナーをつくります。

【定員】 なし

カメラはお家から持って来て下
さい。

【申込】 当日 自由参加

上靴は、とくにいりません
【日時】28 日（木）

【日時】21 日（木）

10：30～11：00

授乳室のスペースに好きな衣装

10：30～11：00

10：０0～11：00

【対象】 0 歳～3 歳まで

【対象】 2 歳～3 歳まで

【定員】 なし

【定員】 先着

【申込】 当日 自由参加

【申込】21(木) 10 時～

15 組

事故防止のため事業開始前に「大雨警報」「暴風警報」いずれかが発令されている場合、その事業を中止します。また、「大雨警報」
「暴風警報」が発令されていない場合でも、今後発令が予想される場合には、事業を中止することがありますので、ご了承ください。
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←このマークの日は、ゆうぎ室でお昼ご飯を食べられる日です。1
ご希望の方は事務室にお声かけ下さい。
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