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カボチャのマフィンを作ろう！

９月１日は防災の日

日 時：１０月５日(土)午前１０時～正午
場 所：公民館２階 調理室
対 象：小学生とその保護者 先着１０組
費 用：１組６００円
持ち物：エプロン、マスク、三角巾、手拭きタオル
台拭き、布巾、調理室用スリッパ
お家にあればハンドミキサー
持ち帰り用の箱などはこちらで準備します。
申込み：９月１４日(土)午前９時より児童館窓口で
受付けます。電話申込み、代理申込みはできません。
費用は当日集めます。
※卵、生クリーム、牛乳、バター、小麦粉を使用します。

自然災害に備えることの大切さを考える日です。
自分の身の周りにどのような災害の危険が及ぶのか、
また被害をできるだけ少なくするためには
どうしたら良いかをひとりひとりが考え、
日頃から防災意識を高めていきましょう！

１０月１３日(日)に秋津公民館で
防災関連のイベントを行います。
詳細は来月のおたよりをご覧ください。

☻公民館講座のご案内☻

申込みの方法などのお問い合わせは、公民館へお願いします

～初めてのひと口からカミカミ期の作り方～

子育ての中に楽しさを見つける心のヒント(２)

離乳食の簡単レシピ
６月開催の１回目では、お茶を飲みながら和やかな
雰囲気で、帰る時には気持ちが軽くなっていました。
どなたでもお気軽にご参加ください。

離乳食の基本や家族が食べる食事から取り分けて作る方法を
学びます。是非ご参加ください。

日時：９月２７日(金) 午前１０時～正午
場所：秋津公民館２階Ｂ会議室
対象：１０人
費用：無料
講師：前田慶子さん(くまもと発達支援 親の会「めだか」代表)
申込：９月５日(木)から先着順

日時：１０月１日(火) 午前１０時～正午
場所：秋津公民館２階調理室
対象：１歳児までの保護者１５人
費用：１００円
講師：食生活改善推進員のみなさん・東区保健子ども課栄養士
申込：９月１９日(木)まで

休館日のお知らせ

みなさまへのお願い

2 日・9 日・３０日(月)は休館日です。
祝日の１６日(月)敬老の日・２３日(月)秋分の日は
開館します。
１７日・２４日(火)は祝日の振替休館日です。

駐車台数には限りがありますので、ご来館の際は乗り合わせの上で
お越しいただくか、公共交通機関をご利用ください。
また、お近くの方は徒歩でのご来館にご協力お願い致します。
混雑時には駐車できない場合がございますので、
予めご了承ください。

✿子育てサークルからのお知らせ✿
各校区では、主任児童委員・民生委員の方々が子育てサークルを運営されています。
お友だち作りや情報交換の場としてお気軽にご参加ください。
毎月の活動内容などは各サークルのおたよりをご覧ください。
名称

秋津
子育てサークル

桜木
さくらクラブ

桜木東
ひまわりクラブ

会場

秋津
3 町内公民館

桜木地域
コミュニティー
センター

桜木東地域
コミュニティー
センター

日時

9 月１０日(火)
10:00～11:30

9 月 12 日(木)
10：00～11：30

9 月 3 日(火)
10：00～11：30

若葉
ちびくまクラブ

泉ヶ丘
元気っこくらぶ

健軍東
子育てサークル

東町
ぽっぽちゃんくらぶ

県営水源団地
１階集会所

健軍東４町内
桜団地集会場

東町
コミュニティー
センター

９月１７日(火)
9:30～11:30

９月９日(月)
10:00～11:30

９月１３日(金)
10:00～11:30

お休み

裏面は朝の活動の予定表です。

９月

あきつじどうかん予定表

日
１

月
２

火
３

水
４

自由あそび

休館日

自由あそび

自由あそび

８

９

１０

１１

❤敬老の日

自由あそび

休館日

自由あそび

１５

１７
振替休館日
２４

２９

１６
敬老の日
開館します
２３
秋分の日
開館します
３０

プレゼント作り
１８

自由あそび

休館日

自由あそび
２２
自由あそび

振替休館日

木
５
✿美和子ちゃんの
絵本読み聞かせ
１２
✿身体測定
１０月のカレンダー作り

金
６

土
７

✿水あそび

自由あそび

１３

１４

✿デイサービスセンター

自由あそび

１９

訪問
２０

❤壁面作り

自由あそび

❤サーキットあそび

自由あそび

２５

２６
✿７・８・９月生まれの
お誕生会

２７

２８

申込者のみ

自由あそび

✿花王手洗い教室

親子で新体操教室

２１

朝の活動参加時の持ち物（活動バッグ）
・はさみ・指のり・セロハンテープ・クレヨン・なまえペン・手拭きタオル・新聞紙
・その他各自で必要なもの
＊ひとつひとつに記名をしてください。

脱水・熱中症予防の為に
水分補給用の飲み物を持ってきてください。

❤わくわくタイム❤１０時３０分～
今年度３歳になるお子さんが対象の朝の活動です。
活動中の自由あそびは図工室でお願いします。
＊活動バッグについて＊
活動内容が制作でない日も、
わくわくタイムでは活動バッグを準備して
持ってくるようにしてください。
１１日(水) 敬老の日プレゼント作り
絵の具を使います。汚れてもいい服装で来てください。
子どもさんの写真を持ってきてください
１８日(水) 壁面作り
２０日(金) サーキットあそび
動きやすい服装で来てください。
水分補給用の飲み物、汗ふきタオル、着替えなどの
準備をお願いします。

✿のびのびタイム✿１０時３０分～
どなたでもご参加いただける朝の活動です。
わくわくタイムの方も参加できます。

５日(木) 美和子ちゃんの絵本読み聞かせ
♪０、１歳児 １０時３０分～
♪２歳児以上 １１時～
図工室にお集まりください。
６日(金) 水あそび
水着または濡れてもいい服、着替え、タオル、
水分補給用の飲み物を持ってきてください。
雨天時は室内での活動をします。
１２日(木) 身体測定・１０月のカレンダー作り
必要な方は親子健康手帳を持ってきてください。
カレンダーは、はさみを使わない簡単なものを
作ります。活動バッグを持ってきてください。
１３日(金) デイサービスセンター訪問
秋津デイサービスセンターの
おじいちゃん・おばあちゃんとの交流会です。
朝の体操の発表などをする予定です。
２５日(水) 花王手洗い教室
１８日(水)１７時までに
児童館窓口でお申し込みください。
２６日(木) ７・８・９月生まれのお誕生会
１９日(木)１７時までに児童館窓口で
お申し込みください。
申込時に三角帽の材料をお渡しします。

朝の活動うんどうかい開催のお知らせ
日 時：１０月２７日(日)午前１０時～正午(予定)
場 所：秋津公民館ホール
対 象：わくわく・のびのびタイム参加者とその家族
申込み：１０月１８日(金)１７時までに
児童館窓口にてお申し込みください。
＊申し込まれた方は
１０月２３日(水)グッズ作り、
１０月２５日(金)ホール練習にご参加ください。

みなさまへのお願い
初めての方も、今まで利用したことがある方も
児童館利用申請書を提出してください。
また、駐車台数には限りがあります。混雑時には駐車できない
場合がございますので、予めご了承ください。

親子で新体操教室☺☺
リボンやボールを使って音楽に合わせて楽しく踊ろう♪
男の子も大歓迎です
日 時：９月２７日(金)午前１０時３０分～
場 所：児童館プレイルーム
対 象：２歳以上の未就園児と保護者 先着１５組
費 用：無料
持参物：水分補給用の飲み物、汗ふきタオル、
動きやすい服装でご参加ください。
申込み：８月３０日(金)９時～
定員に達し次第締め切ります。
児童館窓口でお申し込みください。
＊電話、代理受付はできません。

