
～おねがい～ 
・ご利用の際には、必ずマスクの着用をお願いします。 

 （乳幼児のお子様のマスクの着用は保護者の方の判断に 

お任せ致します。） 

・お家で体温を測ってから来館してください。 

 （37.5度以上の場合や家族が体調不良の場合もご利用を 

控えてくださいますようお願いします。） 

・手指の消毒と児童図書室内のおもちゃの消毒にご協力下さい。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため遊べる遊具に限りが 

あります。又、行事の内容が変更・中止となる場合があります。 

 

○申幼児のつどい 11 月 10 日分 

2022 年 東久留米市 けやき児童館 

所在地：〒203-0011 

    東久留米市大門町 2-10-5                   

TEL：042-474-6653                           

管理運営：株式会社明日葉                       

♦市のホームページで児童館のおたよりを見ることができます。 

♦乳幼児利用案内もご覧ください。 

※駐車場はありません。 
 

🌼１０月の予定🌼 

 

 

 

 

 

 

1 土 ○申リトミック 16 日     

2 日 
 

17 月 🐻スポーツで元気 

🍂たのしくつくろう 

「ハロウィン帽子作り」 

 

3 月 
 

18 火 🎵おはなしの日 

     

4 火 
 

19 水 🍼赤ちゃん広場（コミュニケーションワーク） 

                 ○申ベビマ 

 

5 水 
 

20 木 🐤幼児のつどい       

6 木 🐤幼児のつどい 21 金 ♦トランポリン 

      ○申幼児のつどい 27 日分 

7 金 ♦トランポリン 

○申幼児のつどい 13 日分 

22 土 
 

8 土 
 

23 日 ♦カプラの日  

○申リラクヨガ 11 月 6 日分 

9 日 ♦カプラの日 24 月 
 

10 月 スポーツの日    ○申スポーツで元気 25 火 
 

11 火 🎵おはなしの日 26 水 🍼赤ちゃん広場（ベビマ） 

12 水 🍼赤ちゃん広場 

（助産師さんによる体重測定） 

27 木 🐤幼児のつどい 

 

13 木 🐤幼児のつどい ※部屋の利用制限あり 28 金 ♦トランポリン 
 

          

 

14 金 ♦トランポリン 

      ○申幼児のつどい 20 日分 

29 土 
 

15 土 💛リトミック講座 

      

30 日 
 

   31 月 館内整理日 

 

☆乳幼児、小学生の利用時間 9 時～17 時 

☆乳幼児は保護者の付き添いが必要です。 

 館内ではお子さんから目を離さないで下さい。 

☆児童館利用には、毎年度の登録が必要です。 

～ 今月のおやすみ ～ 

10 月 31 日（月） 館内整理日 

 

 

 

おしらせ 

▼今年度の児童館登録届のご記入・ご提出を 

お願いします。 

（有効期限：提出日～2023 年３月 31 日まで） 

 

      ～今月のお休み～ 

10月３１日（月） 館内整理日 



体操タイム 
●月～土  １１：３０～ 

職員と一緒に体操をしよう！ 
※日曜、祝日はありません。 

※幼児のつどいがある日は、つどいの中で行います。 

※リトミック講座、スポーツで元気のある日はありません。 

リトミック講座 
●１5 日（土）  ♦1０：３０～ 

【対象】乳幼児 

【時間】♦🐤ヒヨコクラス🐤首の据わったお子様 

     １０：３０～ 

    ♦🐧ペンギンクラス🐧歩けるようになったお子様 

     １１：１５～ 

【場所】遊戯室 

【講師】リトミック研究所 千葉氏 

【費用】無料 

【受付】1 日（土）９：００～ 電話申込可 

【定員】１５組 

 ※キャンセル時はご連絡ください。 

 ※体操タイムはありません。 

●20 日（木）（申込 14 日（金）～） 

   「更生保護女性会～よしみおねえさんと 

         リズムにのっておどりましょう～」 

    講師：祖父江好美氏 

 

●27 日（木）（申込 21 日（金）～） 

   「ハロウィンごっこ＆10 月生まれのお誕生日会」 

１部…１０：００～１０：３０ 

  ２部…１０：４０～１１：１０ 

  ３部…１１：２０～１１：５０ 
 

【来月の予告】１１月 10 日（木）「ふうせんあそび」 

          【申込１０月２８日（金）～】 

【時間】1 部 10：３０～１１：００ 

    ２部 １１：１０～１１：４０ 

  第 1 部の定員を超えた場合、第２部を実施します。 

【定員】各回１５組 

【申込】前週の金曜日１３：３０～（例外あり） 

     電話受付のみ 

 

リラクゼーションヨガ 
●11 月 6 日（日） ♦10：30～11：00 

 【対象】0 歳児～幼児と保護者 
（妊娠初期の方はご遠慮下さい） 

 【持ち物】長めのタオル、水分補給の為の飲み物 

【講師】aki さん 

 【費用】無料 

【受付】10 月 23 日（日）9：00～ 

    電話申込可 

【定員】10 名 
※足先の出る動きやすい服装でお越しください。 
※キャンセル時はご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児のつどい 13日と27日のみ開催時間が異なります。 
 

●6 日（木）（申込 9 月 29 日（木）～） 

「運動会ごっこ」 
 

●13 日（木） 

 「市立 4児童館合同ようじのつどい運動会」 

時間：10：30～11：20 予定（受付 10：00～） 

対象：1～4 歳児とその保護者 
場所：東京ドーム 

スポーツセンター東久留米  
持ち物：上履き（親子どちらも）、水筒（飲み物）、 

つどいのけやっぴー名札 
定員：各館 30 組 
申し込み：7 日（金）13：30～12 日（水）17：00 まで 
     電話受付のみ 

 動きやすい服装でご参加をお願いします☺ 

13 日（木）はつどい運動会の為、午後 3 時まで利用できる 

お部屋に制限があります。 
※体操タイムはありません。 

スポーツで元気 
●17日（月） 

「リーフスポーツ」の体操の先生と一緒に運動遊びをしましょう！ 
 

【時間】♦ハイハイまでのお子様 

     10：30～11：00 

    ♦歩き始めのお子様 

     11：15～11：45 
※歩き始めのお子様のみ、12 組程度の事前申し込み制です。 

【申込】10 月 10 日（月）9：00～ 電話受付のみ 
     

♦園児年代 

     14：30～15：15 

【定員】10 組程度 

    当日館内での受付 

※トランポリン、体操タイムはありません。 

トランポリン 
●毎週金曜日  ♦11：00～11：30 

遊戯室に、大きなトランポリンを出します。 

歌に合わせて跳んでみよう！ 

座りながら、寝ながらでも大丈夫なので、小さなお子様もぜひ

挑戦してみてください！ 

※祝日はありません 

おはなしの日 
●11 日（火）、18 日（火） ♦11：00～11：25 

みくりおはなしの会による、絵本の読み聞かせや、 

手遊びなどを行います。 

 カプラの日 
●9 日（日）、23 日（日） ♦14：00～15：00 

カプラを使って遊べます。 

【場所】遊戯室 
カプラとは…「ワンサイズの板」を積み重ねるだけで、建物や乗り物、 

動物まで作れるフランス生まれの木製ブロックです。 

たのしくつくろう 
●17 日（月） ♦10：00～ 

「ハロウィン帽子つくり」 
※材料がなくなり次第、終了となります。 

赤ちゃん広場 
♦10：30～11：30 

（10：00～12：00 の間は工作室を開放します） 

参加者が多い場合、お待ち頂くことがあります。 

【対象】０歳児親子  

● 12日（水） 

「助産師さんによる体重測定と育児相談」 
【持ち物】バスタオル 

● 19日（水） 

「炭田契恵子氏の、親子でコミュニケーションワーク」 

● 26日（水） 

「渡辺直子氏のベビーマッサージ」 
【持ち物】バスタオル、オムツ、  

赤ちゃんの水分補給のもの。 

【受付】 19 日（水）9：00～ 電話申込可 

    先着 15 組 ※キャンセル時はご連絡下さい。 

 


