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児童館クラブ活動・その他　(案)

館名 内　　容 館名 内　　容

折り紙クラブ 第１日曜
10:00～
11:00～

ハンドメイドクラブ 第1土・日曜 10:00～

キッズビクスクラブ 第1土曜 11:00～ クッキングクラブ
第２土曜
第３土・日

9:30～

作ってあそぼう 第２日曜 14:00～ あつまれ年中組 毎週月曜 16:20～

チャレンジ 随時 レクキッズ 毎週木曜 15:50～

キッズ英語 第２土曜 10：00～ おはなし広場 毎週土曜 14:30～

親子でチャチャチャ 第３水曜 16:00～ 今月の遊ぼう 随時

キッチンキッズ 隔月第４土曜13:00～15:30 今月の作ろう 随時

クラフトルーム 第2土曜 10:00～11:00 キッチンキッズ 第４日曜 10:00～11:30

インターナショナ
ルあそび

隔月第１土曜10:00～11:00 クラフトルーム 第３土曜 10:00～11:00

ポルトガル語教室 毎週火曜 18：00～19：00
インターナショナル
あそび

第２日曜 10:00～10:45

ボールあそびクラブ 第２･４土曜 13:30～14:30 ポルトガル語教室 毎週水曜 18:00～19:45

キッチンキッズ 隔月第３土曜  9:30～11:30 卓球あそび 年６回土曜 14:00～

クラフトルーム 第２土曜 10:00～11:00 こども科学研究所 年３回日曜 10:00～

インターナショナル
あそび

隔月第４土曜 10:00～11:00 季節のスイーツ 年４回日曜 13:30～15:00

今月の作ろう 随時 英語で遊ぼう 年６回日曜 14:00～15：00

今月のチャレンジ 随時 年中組 毎週月曜 16:00～

クッキングクラブ 第２土曜 9:30～

科学で遊ぼう 年３回 14:00～

遊びの広場 第1日曜 １5：００～

キッズアート 第３土曜 10:00～

クッキングクラブ 第１土・日曜  9:30～

お絵かき 第３土曜 13：30～

ボールあそびクラブ 第２・４水曜 16:00～

今月の作ろう 随時

今月の折り紙 随時

チャレンジ 随時

【全館共通のクラブ】

年長児
16:00～16:40

小学１･２年
16：00～16：40

※　各館、時間が異なりますのでお問い合わせ下さい。

共通の興味関心をもった幼児・児童が集まって楽しみながら充実した活動ができるよ
うにする。
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運動あそびクラブ
（登録制）

火曜日（センター・味岡・北里・西部・小牧南・小牧）
水曜日（大城）
木曜日（篠岡）

体育あそびクラブ
（登録制）

火曜日（篠岡）
金曜日（センター・味岡・北里・西部・小牧南・大城・小牧）

西
　
部

10:00～
11:00～
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全館各1回 年８回
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児童館名 事業名
回数

（年間）
対象 内　　容

キッズ英語 9回 幼児親子 歌や遊具等を使い遊びながら英語に親しむ。

【新】英語でリトミック 9回 幼児親子
リズムに合わせて身体を動かすリトミックとあわせると楽しみながら身体の名
称、動きが覚えられる。

【新】英語に親しみながら、
 英語圏の文化に触れる

3回
年長、小学１・
２年生

行事の簡単な由来を知り、関連グッズを作る。（イースター、ハロウィン、ク
リスマス）

えいごであそぼ 12回 幼児親子
毎回テーマを決めて、参加者と遊びながら英語で対話する。テーマには、カ
ラーゲーム、アニマルズー。英語の音楽や踊りも交えながら遊ぶ。

【新】ジョン先生のハローイングリッシュ 12回 幼児親子
毎回テーマを決めて、参加者と遊びながら英語で対話する。英語のワンポイン
トレッスン。英語の音楽や踊りも交えながら遊ぶ。

えいごであそぼ 12回 幼児親子
毎回テーマを決めて、参加者と遊びながら英語で対話する。テーマには、カ
ラーゲーム、アニマルズー。英語の音楽や踊りも交えながら遊ぶ。

【新】ジョン先生のハローイングリッシュ 12回 幼児親子
毎回テーマを決めて、参加者と遊びながら英語で対話する。英語のワンポイン
トレッスン。英語の音楽や踊りも交えながら遊ぶ。

親子でイングリッシュ 10回
２～３歳児の親
子

親子で歌って踊って、ゲームして、英語を丸ごと楽しみ30分を企画。英語のリ
ズムや音声変化を楽器やボールを使って、全身で楽しみ身に付ける。初めて出
会う英語を思いきり遊んで好きになるプログラム。クリスマス会などの行事に
は親子で発表もあります。

【新】英語であそぼう 6回 年中・年長
絵のついたカードを使い発音したり、リズムにあわせ英語の歌を歌ったりす
る。40分～1時間

北里児童館 【新】英語であそぼう 6回
年中・年長の親
子

絵のついたカードを使い発音したり、リズムにあわせ英語の歌を歌ったりす
る。40分～1時間

西部児童館 【新】英語であそぼう 6回 幼児親子
英語で歌ったりゲームしたりして、遊ぶことによって英語に親しみ、異文化に
触れる楽しさを味わう。１時間

えいごであそぼ 12回 幼児親子
毎回テーマを決めて、参加者と遊びながら英語で対話する。テーマには、カ
ラーゲーム、アニマルズー。英語の音楽や踊りも交えながら遊ぶ。

インターナショナルあそび
（英語でワンダーランド）

12回
年少以上の親子
～小学生低学年

土曜日にお父さんも参加できる。毎回テーマを決めて、参加者と遊びながら英
語で対話する。テーマには、ワールドツアーなど。英語の音楽や踊りも交えな
がら遊ぶ。

【新】ジョン先生のハローイングリッシュ 12回 幼児親子
毎回テーマを決めて、参加者と遊びながら英語で対話する。英語のワンポイン
トレッスン。英語の音楽や踊りも交えながら遊ぶ。

小牧南児童館 英語であそぼう 6回
年中児から小学
３年生

絵のついたカードを使い発音したり、リズムにあわせ英語の歌を歌ったりす
る。40分～1時間

大城児童館

こども・夢チャレンジ事業（児童館英語に親しむプログラム）の内容について

児童センター

味岡児童館

篠岡児童館

小牧児童館



区分 児童センター 味岡児童館 篠岡児童館 小牧児童館 小牧南児童館 北里児童館 西部児童館 大城児童館 こども政策課

・楽しい行事に参加し、友だ ・地域の輪、友達の輪を広 ・児童館であそぼう・楽しもう ・遊びを通して仲間の大切さ ・地域の人の関わりを持ち ・遊びを通しての仲間作り ・地域の人と交流を楽 ・地域みんなで、

　ちとの輪を広げる 　げよう ・地域と共に育ち合う児童館 　を知る 　交流を楽しむ ・地域に根差した児童館   しむ 　楽しさのシュアリング

・友達と輪を広げ楽しく遊ぶ　 ・友達の輪を広げる ・友だちと交流しあう

・新１年生歓迎会 ・段ボールであそぼう ・お花見コンサート ・新一年生歓迎会 ・新１年生歓迎会 ・新１年生歓迎会 ・新一年生歓迎会 ・ダンボールでおみせづくり

・親子ふれあい遊び ・春の交通安全 ・映画を見よう

・母の日のプレゼント作り ・英語で遊ぼう

・みんなであそぼう ・さわやかコンサート ・しのおか児童館まつり ・母の日プレゼント作り ・母の日のプレゼントつくり ・母の日のプレゼント作り ・母の日プレゼント作り ・ダンボールでゆうえんち

・ちびっこコンサート ・卓球あそび ・クラフト教室 　づくり

　　　 ・ベビーマッサージ

・父の日のプレゼント作り ・人形劇 ・人形劇 ・父の日プレゼント ・父の日のプレゼントつくり ・父親参加イベント ・お父さんとクッキング ・ウェルカムコンサート

・フェスタ！センターの輪 ・親子でクッキング ・リトミック ・父の日のプレゼント作り

・えいごにチャレンジ

・夏休みお楽しみ会 ・七夕コンサート ・七夕コンサート ・七夕会 ・七夕まつり ・七夕イベント ・七夕まつり ・七夕まつり 第１回児童館

・七夕会コンサート ・夏まつり ・英語で遊ぼう ・英語で遊ぼう ・お相撲さんと遊ぼう 運営委員会

・卓球教室 ・科学であそぼう ・季節のスイーツ ・夏祭り ・親子福祉映画会

・夏休み子ども劇場 ・サマーナイトフェスティバル ・夏まつり（きもだめし） ・おばけ屋敷 ・夏まつり ・光と影の部屋で遊ぼう ・夏まつり ・わらべ縁日（納涼　夜の

・卓球教室 ・卓球大会 ・卓球大会 ・親子で夏体験 ・英語で遊ぼう ・夏休み思い出作り講座 ・ウォーターパーク 　おまつり）

・サマークッキング ・卓球大会

・敬老の日企画 ・お月見会 ・お月見コンサート ・おじいちゃん・おばあちゃん ・子ども科学研究所 ・キッズコンサート ・防災安全教室 ・ドラム教室

・月音会　　 　と遊ぼう ・ベビーマッサージ ・敬老の日のプレゼント作り ・お月見イベント

・卓球大会 ・わくわくクッキング ・卓球あそび ・英語で遊ぼう

・秋を楽しむ ・ザウルスまんじゅうづくり ・竹細工 ・ハロウィンパーティー ・ハロウィン ・ハロウィンを楽しもう ・ハロウィン ・竹細工

・ちびっこ運動会 ・ハロウィンパーティー ・ハロウィンパーティ ・えいごにチャレンジ ・英語で遊ぼう ・食育ゲーム大会 ・ちびっこ運動会 ・ハロウィンパーティー

・おもしろ教室（講師） ・こまキッズフェスタ2015 ・こまキッズフェスタ2015 ・科学であそぼう ・卓球あそび　　・料理 ・クリスマスグッズ作り ・こども文化講座 ・地域ロックフェス こまキッズフェスタ2015

・こまキッズフェスタ2015 ・こまキッズフェスタ2015 ・手芸を楽しもう ・こまキッズフェスタ2015 ・こまキッズフェスタ2015 ・こまキッズフェスタ2015 １１月7日（土）予定

・こまキッズフェスタ2015 ・英語で遊ぼう

・クリスマス会 ・クリスマス会 ・クリスマスコンサート ・クリスマス会 ・クリスマス会 ・親子対決講座 ・クリスマス会 ・クリスマスコンサート

・卓球大会 ・わくわくクッキング ・クリスマスクッキング

・年賀状作り ・えいごにチャレンジ ・子どもだって忘年会

・お正月あそび ・ハッピーバースデイ　ぱるもあじおか ・ニューイヤーコンサート ・新年お楽しみ会 ・新年お楽しみ会 ・新春フェスティバル ・ニューイヤーフェスタ ・新年お楽しみ　おもちつき

（初釜＆かるた大会） ・かるたとり大会 ・お茶会 ・卓球遊び ・クラフト教室

・スプリングフェスタ ・書道に親しもう ・英語で遊ぼう

・節分祭り ・ぱるもあじおか発表会 ・もちつき ・児童館まつり ・季節のスイーツ ・バレンタイングッズ作り ・豆まき ・バレンタインお菓子づくり 第２回児童館

・段ボール迷路 ・わくわくクッキング ・リトミック ・節分クッキング ・バレンタインクッキング 運営委員会

・おもしろ卓球大会 ・お茶会

・ひなまつり会 ・おこしものづくり ・ひなまつりコンサート ・お雛さまのお菓子を作ろう ・卓球大会 ・人形劇を見よう ・春まつり ・わらべかんまつり

・やよい会 ・スプリングフェスティバル ・科学であそぼう ・春休みお楽しみ会 ・春休みお楽しみ講座

・春休みお楽しみ会 ・えいごにチャレンジ ・クラフト教室

☆親子リトミック ☆えいごであそぼ ✩えいごであそぼ ☆今月の作ろう ☆よみきかせ ☆今月の作ろう ☆今月の作ろう ☆ハローイングリッシュ

☆折り紙・工作 ☆ハローイングリッシュ ✩ハローイングリッシュ ☆チャレンジ ☆集まれ！年中組 ☆今月の遊び ☆今月の折り紙 ☆えいごであそぼ

☆チャレンジ ☆クラフトルーム ✩リトミック ☆るんるんリトミック ☆読み聞かせ ☆チャレンジ ☆インターナショナルあそび

☆お話ポケット ☆本とあそぼっ！ ✩楽器であそぼ ☆親子でイングリッシュ ☆レクキッズ ☆読み聞かせ ☆キッチンキッズ

☆楽しくＡＢＣ ☆ぱるもあガーデンづくり ✩クラフトルーム ☆読み聞かせ ☆ポルトガル語教室
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平成27年度　児童館の主な行事計画(案）
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