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平成２６年度久喜市立鷲宮児童館事業報告
4月 プチランド 【対象：幼児・保護者】 （１５日） リズム遊び

ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （2２日） 紙芝居他

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３０日） 折り紙他

5月 チャレンジクラ 【対象：小学生】 （１２日） 製作(ストロー竹とんぼ）

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （１５日）  （移動児童館）運動遊び
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （２０日） 　　　　  　 大型絵本他

幼児クラブ 【対象：幼児・保護者】 （２２日） リズム遊び

避難訓練 【対象：幼児・保護者】 （2７日）

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３１日） 新聞紙で遊ぼう他

6月 節電うちわ作り 【対象：小学生】 （  １日～１１日）

七夕笹飾り作り 【対象：小学生】 （　８日～１６日）

チャレンジクラ 【対象：小学生】 （　９日） 絵手紙(季節の花・野菜他）
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （１７日） 絵本他

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （１８日） おはなし会

幼児クラブ 【対象：幼児・保護者】 （２６日） 楽器遊び

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３０日） ボールで遊ぼう他

７月 わくわくランド 【対象：幼児・保護者】 （　１日） 七夕飾り製作
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （　８日） 紙芝居他

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （１０日） （移動児童館）リズム遊び

チャレンジクラ 【対象：小学生】 （1４日） 　　　 　　  製作(かぐや姫・紙飛行機）

幼児クラブ 【対象：幼児・保護者】 （１７日） サーキット遊び

季節の製作 【対象：小中学生】 （２０日～９月１６日） パズル(ディズニー）

映画会 【対象：幼児・保護者・小学生】 （２７日） 吉四六三他

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３１日） 魚釣り他

8月 チャレンジクラ 【対象：小学生】 （　２日） 折り紙(動物を作ろう）

ミニコンサート 【対象：幼児・保護者・小中学生 （　７日） サマーコンサート(バイオリン）

チャレンジクラ 【対象：小学生】 （２６日） 備長炭電池を作ろう

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３１日） ボーリング他

9月 チャレンジクラ 【対象：小学生】 （　１日） 製作(紙の動物）

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （　２日・２５日） （2日移動児童館）両日おはなし会
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （　９日） 大型絵本他

幼児クラブ 【対象：幼児・保護者】 （１１日） ゲーム遊び

わくわくランド 【対象：幼児・保護者】 （１６日） （移動児童館）遊べるおもちゃ

季節の製作 【対象：小中学生】 （２８日～１０月３０日 手作りしよう(さき織り）

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３０日） 　　 玉入れ遊び他

10月 プチランド 【対象：幼児・保護者】 （　２日・２９日） （2日移動児童館）運動会・リズム遊び

ミニSL乗車体験会 【対象：幼児保護者・小学生】 （　５日） 中止

チャレンジクラ 【対象：小学生】 （　６日） 中止
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （　７日） エプロンシアター他

館外事業 【対象：幼児・保護者・小学生】 （２２日） 中止

幼児クラブ 【対象：幼児・保護者】 （２３日） カレンダー作り

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３０日） ひょうたん人形作り

11月 チャレンジクラ 【対象：小学生】 （　８日） 製作(ペンたて・吹きごま）
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （１１日） 紙芝居他

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （１９日） おはなし会

児童館まつり 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３０日）
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１２月 プチランド 【対象：幼児・保護者】 （　４日） 運動遊び

チャレンジクラ 【対象：小学生】 （　７日） 製作(竹とんぼ・浮沈子）
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （　９日） 絵本他

わくわくランド 【対象：幼児・保護者】 （１０日） クリスマスリース作り

クリスマス会 【対象：幼児・保護者・小中学生 （１４日）

ミニコンサート 【対象：幼児・保護者・小中学生 （１４日） クリスマスコンサート(フルート
　　　　　　　　　　　　　　　・オカリナ）

避難訓練 【対象：幼児・保護者・小中学生 （１４日）

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （２０日） 割り箸鉄砲で遊ぶ他

成26年　１月
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （１３日） 大型絵本他

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （２０日） （移動児童館）おはなし会

映画会 【対象：幼児・保護者・小中学生 （２５日）　　　 　 ねずみくんのチョッキ他

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （３１日） 福わらい他

２月 わくわくランド 【対象：幼児・保護者】 （　２日） 豆まきの集い

チャレンジクラ 【対象：小学生】 （　６日） 食絵（おひなさま）

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （　９日・２６日） リズム遊び・防犯教室
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （１０日） 絵本他

ミニコンサート 【対象：幼児・保護者・小中学生 （２１日） ウィンターコンサート(ピアノ
　　　　　　　　　　　　　・フルート他）

遊ぼうデー 【対象：幼児・保護者・小中学生 （２８日） 折り紙他

３月
ミニお話タイム
のびのびタイム 【対象：幼児・保護者】 （１０日） 大型絵本他

プチランド 【対象：幼児・保護者】 （１２日） （移動児童館）人形劇

季節の製作 【対象：小中学生】 （２３日～） パズル(ディズニー）

定　　　例　　　的　　　な　　　も　　　の

幼 児 対 象 小 学 生 対 象

・幼児クラブ　　（年５回） ・チャレンジクラブ　　（年１０回）

・遊ぼうデー　　（３月を除く月１回） ・プチランド　　（８月を除き年１４回）

・ミニお話タイム　　（８月を除く月１回） ・のびのびタイム　　（８月を除く月１回）
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