世田谷区等々力 3-25-16 Tel03-3703-3506
開館時間

午前９時 30 分～午後６時

☆行事のもうしこみは参加する人がきて下さい☆

7 月のおやすみ １(月)･８(月)･１４(日)･１５(祝)･1６(火)･２２(月)･2８(日)･２９(月)
8 月のおやすみ
5(月)･１１(祝)･１２(月)･１３(火)･１９(月)・２５(日)・２６(月)
からだをうごかそう

七夕企画 ７月３日（水）～７（日）
３：００～４：００ 七夕かざりをつくるよ！
３（水）
６（土）

「ボッチャであそぼう」
７月１０日（水） ３：００～４：００

ぎょく じ ゅ か い

玉 寿会の方とかざりをつくろう

たなばた

七夕のお話とハンドベル（３：００～３：３０）

【ばしょ】ビーバールーム
【きょうりょく】玉寿会

【たいしょう】どなたでもどうぞ

２０２０年オリパラ正式種目であるボッチャ。ボールを転がして
白いボールのちかくによせて点をとろう！
【ばしょ】グランド ＊雨のときは、カンガルールーム
【たいしょう】小学１年生以上

つくってみよう工作

おはなし会

「マーブリングうちわ」 ７月２０日（土）

７月１７日（水）３：３０～４：００

①１：３０～２：００ ②２：１０～２：４０ ③２：５０～３:２０

おはなしをきいたり、てあそびをたのしもう！
【ばしょ】モンキールーム 【たいしょう】どなたでもどうぞ
【きょうりょく】すばなしの会

【たいしょう】幼児親子（保護者同伴）から小学生１年生いじょう
【ばしょ】ビーバールーム
【もうしこみ】７月１７日（水）４：００～ 各回先着１０名

からだをうごかそう
なつ

ウォーターバトル！
７月１７日(水)３：００～４：００
あつ～い夏に水でっぽうで、かけあってグランドをかけぬけよう！
【ばしょ】グランド 【たいしょう】小学１年生以上
【もちもの】水でっぽう、すいとう、タオル（大きめ）
きがえ一式（含、下着）
【そのた】当日は、はだしであそびます。＊雨天時や光化学スモッグの
場合は中止となります。

７月２４日（水） ３：００～４：００
こま早巻き、長回し、こまバトルのチャンピオンをめざそう！
【ばしょ】ビーバールーム 【たいしょう】小学１年生以上

新ＢＯＰ連携事業（八幡小新ＢＯＰ）

「ディアボロであそぼう！」
７月１０日（水）２：３０～３：３０

しょく しらた ま

つくってたべよう

たいかい

伝承遊び「夏のこまチャンピオン大会」

八幡小でディアボロにチャレンジ！
八幡小のみんな、新ＢＯＰにあそびにきてね！

３色 白玉だんご

７月２５日(木)１:３０～３：３０

ガーデニング

～夏のひんやりおやつをつくろう～
【ばしょ】ビーバールーム【たいしょう】小学１年生以上 20 名
【さんかひ】100 円（もうしこみのときにもってきてね）
【もうしこみ】7 月１０日（水）４：００～７月２０日（土）
【もちもの】エプロン、三角巾、のみもの

キュウリとゴーヤのしゅうかくと 夏のお花もうえるよ。

７月２７日（土） ３:３０～５:００
【たいしょう】どなたでもどうぞ
【もちもの】ぐんて、ぼうし、タオル、のみもの
【そのた】よごれてもよいふくそう

子ども企画「卓球勝負」

伝承遊び

８月１７日（土）１：３０～３:００

「ベーゴマ道場」
８月２２日（木） ３：００～４：００

2020 年東京オリパラ正式種目の卓球を楽しもう。
当日は、「卓球マシーン」も登場するよ！
【ばしょ】カンガルールーム 【たいしょう】小学１年生以上

たくさん練習して、ベーゴマをまわせるようになろう！
【ばしょ】ビーバールーム 【たいしょう】小学１年生以上

つくってみよう工作

「スナップ・イン」８月２７日（火）

つくってみよう手芸

「毛糸でつくろうボンボンマスコット」

①１０:００～１１：３０ ②２：００～３：３０
はじいて、とばして、まとにいれよう！

８月２８日（水） 10:00～11：30

【ばしょ】ビーバールーム

【ばしょ】パンダルーム
【たいしょう】小学 1 年生以上
【もちもの】毛糸 中太１巻（２，３色あるとさらに楽しめます。
）
＊にんずうが多いときは、まってもらうことがあります。

せんちゃく

【たいしょう】小学１年生以上 各回ともに 先 着 10 名
とうじつ

うけつけ

【もうしこみ】各回ともに当日９：５０から受付ます

「夕涼みミニ縁日」８月３１日（土）
なつやす

お

えんにち

たの

もの

た

3: 30～5:00
ようじ

夏休みの終わりにミニ縁日を楽しもう！ゲーム、食べ物、幼児コーナーのおみせをだします。
てつだ

こ

いっしょ

かんが

ぼしゅう

☆手伝ってくれる子どもスタッフぼしゅう！☆ 一緒にゲームを 考 えてくれるスタッフを募集します！
７／１０(水)～３１ (水)

しょくいん

こえ

やりたいひとは職 員 に声をかけてね。

むら こ

と ど ろ き じどうかん

じっこう い い ん か い

「あそべ村子ども実行委員会」

等々力児童館こどもまつり
むら

かいさい

こ

じっこう い い ん

令和初の「あそべ村」を１０月６日（日）に開催します。そこで、おまつりを盛り上げてくれる子ども実行委員を
だいぼしゅう

も

あ

たの

まつ

大募集します！みんなでお店を考えて、みんなで盛り上げて楽しいお祭りにしよう！
しょうがく

ねんせいいじょう

めい いじょう

ひ とり

だいじょうぶ

しょくいん

そうだん

【たいしょう】小 学 １年生以上（４名以上がおすすめです。１人でも大丈夫。職 員 が相談にのります。
）
ないよう

【おみせやさんの内容】ゲームやさん、手づくりやさん、そのた（ネイルやさんなど）
【もうしこみ】 ８月１４日（水）～９月１１日（水）
きかんちゅう

そうだん

ひと

しょくいん

こえ

くだ

※もうしこみの期間中、相談にのります。やってみたい人は 職 員 に声をかけて下さい。
じっこう い い ん か い

【そのた】 第 1 回子ども実行委員会は、9 月 11 日（水）です。

ＴＥＥＮＳプロジェクト

「夜まで児童館であそぼう！」

わかたけ支援事業
7 / 2 6
8 / ２ ・ ９ ・１６ ・ ２３ ・３０
いずれも金曜日 11:00～12:00

７月７日(日) ５:00～７:00
いつもより児童館で長く遊べるよ！８月の泊まりについても話そう
【対象】中高生世代
【場所】等々力児童館
【申込】６月１５日（土）～７月６日（土）まで
＊詳しくは、６月１４日（金）配布の申し込み用紙をみてください

児童館では、命の大切さを伝える機会として、中高生世代が乳幼児と
触れ合える機会を設けています。夏休みの間、ちびっこひろばで赤ちゃんと
一緒に遊んでみませんか？
ＴＥＥＮＳプロジェクト

「野毛青少年交流センターに
泊まろう！」
８月２４日（土）～２５日（日）
【対象】中高生世代
【宿泊場所】野毛青少年交流センター（世田谷区 野毛２－１５－１９）
【申し込み】７月１３日（土）～８月１０日（土）
＊詳しくは、７月１０日（水）配布の申し込み用紙をみてください。

パパ・ママ工作

＊見本がモンキールームにあります

「カタカタづくり」８月１８日（日）
①１０：００～１２：００ ②２：００～４：００
お子さんのために作りましょう（各回先着３名）
【申し込み】７月１３日（土）～
【場所】ビーバールーム ＊材料費（実費）がかかります

ちびっこひろば
対象：０～４歳のお子さんとその保護者
時間：１１：００から１２：００
７/５、１２、１９、２６、８/２、９、１６、２３、３０

ＰａＰａＭｏ「水遊び＆流しそーめん」
７月１３日（土）１０：３０～１２：００
暑い夏を水遊びや流しそうめんで涼しく楽しみましょう

【対象】1 歳～未就学児のお子さんとお父さん
【場所】グランド ※雨の場合は、室内遊びを行います。
滑り台や遊具などで遊ぼう！いずれも金曜日です。
【持ち物】水遊び道具、着替え、茹でたそうめん、器、箸、薬味
流したいもの（トマト、きゅうりなど）
＊詳しい内容についてはポスターで掲示します。
※つゆは児童館で用意いたします。
＊７/５は、プログラムの１部に「ふたご・みつごの会」があります。
【服装】ぬれてもよい服（お父さんもね）

ほかほかひろば
対象：０～１歳のお子さんとその保護者
７/２ (火) お母さんのためのリフレッシュ体操
（要申し込み）各回２０組
①１０：３０～１１：００ ②１１：１０～１１：４０
【申し込み】６月１８日（火）窓口申し込みのみ
１９日（木）以降は、電話申し込み可（本人のみ）
７/９ (火) 大きくなったかな 身長・体重が測れます
１０：３０～１１：３０ ＊民生委員さんが来てくださいます。

すくすくひろば
対象:1～2 歳のお子さんとその保護者
７/３（水）親子体操 （要申し込み）各回２０組
〈講師〉鈴木 和子さん
①１０：３０～１１：００ ②１１：１０～１１：４０
【申し込み】６月１９日（水）窓口申し込みのみ
２０日（木）以降は、電話申し込み可（本人のみ）
７/10（水）大きくなったかな 身長・体重が測れます
１０：３０～１１：３０

