
●８月３１日（月）『つくってみよう』
時間→①１０：３０～１１：３０

②１６：００～１７：００
対象→４才以上のお子さま
場所→図工室 定員→各回４組
申込み→８月２４日（火）から開始
内容→絵を描いてオリジナルの風車を作ります。

●８月２５日（水）ファーストサイン『お手手でお話』
対象→ ０才～１才児 時間１０：３０～１１：３０
場所→多目的室 定員→１６名（保護者含め）
申込み→８月１８日（水）から開始
内容→講師をお招きして、言葉が話せない赤ちゃんと

ジェスチャー等を通してコミュニケーションを
楽しみます。

●８月２１日（土）「小名木川シアター」
時間→１４：３０～１６：００
対象→どなたでも 場所→図書コーナー
（来館予約のみで参加可）

●８月１日（日）『親子でセミの羽化観察会』
対象→４才児～小・中・高校生世代とその保護者
時間→１８：３０～２０：００
場所→小名木川児童館 北砂５丁目団地
定員→２０名（保護者含め）
申込み→７月１８日（日）から開始
内容→身近なセミの羽化を親子で観察します！

夏の思い出作りにピッタリです！

●８月１０日（火）『ネイティブ指導員と遊ぼう』
時間→１５：００～１７：００
内容→ネイティブ指導員がフリータイムの時間に

遊びに来ます。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

小名木川児童館
乳幼児向けおたより

ベビチルレインボー
≪開館時間≫●月曜日～土曜日：午前１０時～午後６時

●日曜日：第１、第３、第５日曜日 午前１０時～午後６時

●こどもの日、敬老の日：午前９時～午後６時

※新型コロナウイルス感染症対策の為、開館時間を変更してます。

≪休館日≫ ●日曜日：第２、第４日曜日 ●祝日 ●年末年始（１２月２９日～１月３日）

８月号

令和３年７月１９日 発行

発行：小名木川児童館

住所：江東区北砂５－２０－５ー１０１

電話：（３６４０）１９４１

運営：株式会社マミー・インターナショナル

ホームページ：https://www.mommy-onagigawa.com/

夏休み期間中は、子育てひろばは
おやすみになります。
開始日は９月１日（水）のわんわんひろば
となります。
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ネイティブ指導員
と遊ぼう

ファーストサイン

●
①０・１才児対象→１０：３０～１０：５５
②２才以上のお子様対象→１１：００～１１：２５
場所→多目的室 定員→各回２４名（保護者含め）
申込み→８月３日（火）から開始
内容→ネイティブの先生を招き、英語を使った歌や

ゲームをします。

●８月２３日（月）染め物体験「しぼり染めをしよう！」
対象→４才以上 場所→図工室 定員→各回４組
時間→➀１０：３０～１２：００

➁１４：３０～１６：００
申込み→８月１６日（月）から開始
持ち物→染めたい物（ハンカチ、Tシャツ等）、

ゴム手袋
内容→輪ゴムやビー玉などを使って

絞り染め体験をします。



日 曜 プログラム

1 日 親子でセミの羽化観察会

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日 休館日

9 月 休館日

10 火 ネイティブ指導員と遊ぼう

11 水

12 木

13 金

14 土 バンパーを楽しもう

15 日

16 月

17 火

18 水 クイズラリー

19 木

20 金

21 土 小名木川シアター

22 日 休館日

23 月 染め物体験「しぼり染めをしよう！」

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土 みんなで遊ぼう

29 日

30 月

31 火 つくってみよう

●８月１日（日）『親子でセミの羽化観察会』
時間→１８：３０～２０：００
対象→４才～小・中・高校生世代とその保護者
場所→小名木川児童館 北砂５丁目団地
定員→２０名（保護者含め）
申込み→７月１８日（日）から開始
内容→身近なセミの羽化を親子で観察します！

自由研究にピッタリです！

●８月１０日（火）『ネイティブ指導員と遊ぼう』
時間→１５：００～１７：００
内容→ネイティブ指導員と一緒に遊ぼう。

●８月１４（土）『バンパーを楽しもう』
時間→１５：３０～１６：００
対象→小学生、中高生 場所→集会室
内容→バンパーのルールを覚えて遊びます。
（来館予約のみで参加可）

●８月１８日（水）『クイズラリー』
時間→１５：３０～１６：４５ 対象→小学生、中高生
内容→館内に掲示してあるクイズを解いてみよう。

全問正解を目指せ！
場所→館内（来館予約のみで参加可）

●８月２１日（土）『小名木川シアター』
時間→１４：３０～１６：００ 対象→どなたでも
場所→図書コーナー（来館予約のみで参加可）

●８月２３日（月）染め物体験 『しぼり染めをしよう！』
時間→①１０：３０～１２：００

②１４：３０～１６：００
対象→４才以上 場所→図工室 定員→各回４組
申込み→８月１６日（月）から開始
持ち物→染めたい物（ハンカチやTシャツ等）、ゴム手袋
内容→輪ゴムやビー玉などを使って

しぼり染め体験をします。

●８月２８日（土）「みんなで遊ぼう」
時間→１５：００～１６：３０
対象→小学生、中高生 場所→集会室 定員→１６名
内容→第２回卓球大会を行います。
（来館予約のみで参加可）

●８月３１日（火）『つくってみよう』
時間→①１０：３０～１１：３０②１６：００～１７：００
対象→４才以上～小学生 場所→図工室 定員→各回４組
申込み→８月２４日（火）から開始
内容→絵を描いて、オリジナルの風車を作ります。

小名木川児童館だより
令和３年７月１９日発行

発行：小名木川児童館

住所 ：江東区北砂５－２０－５ー１０１

電話 ： (３６４０ )１９４１

運営 ：株式会社マミー・インターナショナル

ホームページ：https://www.mommy-onagigawa.com/



小名木川児童館
乳幼児向けおたより

ベビチルレインボー
≪開館時間≫●月曜日～土曜日：午前１０時～午後６時

●日曜日：第１、第３、第５日曜日 午前１０時～午後６時

●こどもの日、敬老の日：午前９時～午後６時

※新型コロナウイルス感染症対策の為、開館時間を変更してます。

≪休館日≫ ●日曜日：第２、第４日曜日 ●祝日 ●年末年始（１２月２９日～１月３日）

８月号
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住所：江東区北砂５－２０－５ー１０１

電話：（３６４０）１９４１

運営：株式会社マミー・インターナショナル

ホームページ：https://www.mommy-onagigawa.com/

日時：８月中の木曜日と土曜日 １０：３０～１１：３０
対象：１才以上の未就学児のお子様
定員：各日４組（保護者様含めて８名）
申込：各日の１週間前より受付開始
場所：小名木川児童館 図工室
夏と言えば縁日！
ゲームで遊ぶための模擬券をもらって、
ボーリング、輪投げ、的当ての３つのゲームで遊ぶことが
できます！
夏休みも児童館で遊ぼう！

号外

それぞれ得点の違う１０本のピンに
ボールを当てて倒したピンによって
点数が決まります！
君は何点取れるかな！？

ボーリング

色々な大きさ、距離の棒に輪っかを
５回投げ入れます！
５回中３回入ると
メダルがもらえるよ！

輪投げ

お腹を空かせた動物さん達の口に
食べ物を投げ入れるゲームです！
動物みんなをお腹いっぱいに

できるかな？

動物玉入れゲーム


