しらかねじどうかんだより
管理・運営：こころん・ふりあんコンソーシアム

赤ちゃんと遊ぼ♫
赤ちゃんと遊びながらコミュニケーション！ママ

大学生と一緒にしっぽとり
ゲーム

日時：6 月 25 日（土）
午前 10：30～11：30
対象：小・中学生
申込：いりません 協力：愛知淑徳大学 CCC

同士の交流タイムもあります！
日時：6 月 1 日（水）
午前 10：30～11：30
対象：0 歳児

カラダを
動かして
持久力 UP！

令和４年 6 月号

定員：12 組

申込：5 月 17 日（火）10：00～

イライラしない子育て
～リハーサル法を使った子どもへの
働きかけ～

6 月のやってみよう

ミサンガをつくろう
ミサンガを作って、家族や友だちにプレゼントし
よう！もちろん自分用でも OK です！
日時：6 月 9 日（木）～11 日（土）
午後 2：00～4：00
対象：どなたでも
（小学生未満は保護者同伴）
申込：いりません

とばしてあそぼう in 白金公園
日時：6 月 11 日（土）
午前 10：30～11：00
対象：どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
申込：当日、現地（白金公園）にて

家族でリズム遊び♪
日時：6 月 12 日（日）午前 10：30～11：30
対象：幼児から小学 3 年生と保護者
定員：12 組
申込：詳しくは 5 月号をご覧ください。

創作アトリエ

子どもへの声かけや対応の仕方など
の子育てのコツを学びましょう。
日時：7 月 15 日（金）午前 10：30～11：30
対象：乳幼児
定員：15 組
講師：青少年養育支援センター陽氣会 CPA
「イライラしない子育て法」トレーナー
後藤加代子さん
申込：6 月 30 日（木）10：00～
夏の体操教室
おすすめ！

体をたくさん動かすことを楽しむ 2 日間です！
日時：①7 月 26・27 日（火・水）
②8 月 23・24 日（火・水）
※選んで申し込みください。
午前 10：00～11：30
対象：小学 1・2 年生
定員：各 15 人
講師：小林純子さん
持物：室内シューズ、タオル、飲み物、
動きやすい服装
申込：6／11（土）～30（木） 【抽選】

（定員：小学生 10 人 持ち物：筆記具）
① 小さい動物の切り紙
日時：6 月 19 日（日）午後 1：30～3：00
申込：5 月 15 日（日）～6 月 8 日（水） 【抽選】
② 貝殻のデザイン彩色
日時：7 月 17 日（日）午後 1：30～3：00
申込：6 月 19 日（日）～7 月 6 日（水） 【抽選】
①

運動の基礎を学ぼう！

名古屋市児童館交流オセロ
大会が 6 月 26 日（日）に
開催されます。白金児童館の代表
選手も出場します。

6 月の休館日
6 日（月）
、13 日（月）
、
20 日（月）、27 日（月）

電子申請
（名古屋市のホームページ又は QR コードから【白金児童館】で検索）

②

児童館に来館
（創作アトリエと運動の基礎を学ぼう！はメールアドレス又はハガキが必要）

しらかねナイト

会員制クラブ「こどもアート」

日時：6 月 2 日、9 日、16 日、23 日、
30 日（木）午後 5：00～7：00
対象：中学生・高校生（相当年齢）
持ち物：利用証（初めての人は生徒手帳など
年齢確認ができるもの）

行事名

6 月 4 日、18 日（土）
午後 1：30～3：00

会員制クラブ「将棋」
6 月 5 日、19 日（日）
午前 10：00～11：30

対象年齢など

申込開始日

開催日時

（10 時～、先着順）

6/7（火）
プレリトミック
1 歳前後の幼児 12 組
5/19（木）
10：30～11：30
6/8（水）
5/20（金）
みんなでリトミック！
10：30～11：30
おおむね２歳の幼児 12 組
6/15（水）
5/31（火）
スマイル♪リトミック
10：30～11：30
6/2（木）
5/17（火）
おやこたいそう①
10：30～11：30
歩くことができる幼児
6/9（木）
12 組
おやこたいそう②
5/24（火）
10：30～11：30
持ち物：室内シューズ
6/16（木）
（親子ともに）
6/1（水）
おやこたいそう③
10：30～11：30
6/23（木）
6/7（火）
おやこたいそう④
10：30～11：30
6/3（金）
5/18（水）
10：30～11：30
生後 4 か月頃～歩けるよう
よちよちひろば
になるまでの幼児 12 組
6/17（金）
6/2（木）
10：30～11：30
2 か月～9 か月の乳児
6/18（土）
6/3（金）
ベビー＆ファミリービクス
12 組
10：30～11：30
5/17、24、31、
親子の絆づくりプログラム「赤 ２か月～5 か月の第一子と
6/7（火）
受付は終了しました
母親 8 組
ちゃんがきた！」
（愛称 BP）
午後 1：30～3：00
BP は、0 歳児を初めて育てているお母さんのための「仲間づくり」
「親子の絆づくり」
「育児の学び」を目的としたプログラムです。
対象：令和 3 年 11 月 18 日～3 月 17 日生まれの第一子です。
参加費：1,100 円（資料代）
※参加希望者が 6 組に満たないときなど、中止になる場合がります。

おやこであそぼう

6/10（金）
10：30～11：30

幼児 12 組

児童館へのアクセス

5/27（金）

至 鶴舞
山王通

■鉄 道「鶴舞」
「荒畑」
「東別院」
「金山」 より徒歩 15 分程度
■市バス「東郊通三丁目」徒歩 5 分程度、
「福江二丁目」下車すぐ
■お車で来られる方へ
＊駐車場は少ないのでお車でのご来館はなるべくお控えください。
＊近隣のお店への駐車はご遠慮ください。
＊駐車をされたら児童館受付でお名前を教えてください。
＊駐車場前の道路は南行きの一方通行です。
南行きで（白金小学校に向かって）お帰りください。

東郊通２

白金児童館

東郊通３

福江２

福江１

白金
公園

白金小学校

白金１
至 高辻

名古屋市白金児童館（地域子育て支援拠点）

https://shirakanejidoukan.com

〒466－0058 昭和区白金一丁目 20-24
TEL：052－881－3020
FAX：052－626－5922
開館時間：午前 8：45～午後 5：00
休館日：毎週月曜日・祝日・年末年始
春、夏、冬休み期間中は毎週日曜日・祝日
①

