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
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こどものまち
～子ども実行委員募集～

10 月のやってみよう

つめ放題にチャレンジ

対象：小学 3 年生～中学生

■子ども実行委員は、

定員：10 人程度

11 月 5 日（土）から毎週土曜日

申込：10 月 12 日（水）

午前 9：30～11：30 です。

午前 10：00～

■こどものまち・しらかね
12 月 17 日（土）、18 日（日）

生涯学習センターまつり

令和４年 10 月号

生涯学習センターまつり（全体）
8 日（土）午前 10：00～午後 4：00
9 日（日）午前 10：00～午後 3：30

袋の中にどれだけたくさんつめら
れるかな？！
日時：10 月 1 日（土）
午後 2：00～3：30
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

白金児童館はこどもアートクラブのみんなが制作した作品を展示します。

日時：10 月 8 日（土） 午前 10：15～午後 4：00
対象：どなたでも
場所：昭和生涯学習センター 1 階 体育室（石仏町１-４８）

区民まつり

ボッチャ体験をしよう！だれでも参加できるよ。

日時：10 月 23 日（日） 午前 10：00～午後 3：00
対象：どなたでも
場所：鶴舞公園（鶴舞 1 丁目 1） フォトスポット

みんなでハロウィン

ハロウィン帽子
をつくろう

ハロウィンを楽しもう！
仮装してきてもＯＫです！

日時：10 月 23 日（日）
午後 2：00～4：00
対象：小・中学生 定員：15 人
申込：10 月 2 日（日）
＜協力＞
10：00～ 愛知淑徳大学
CCC

オリジナルの帽子をつくって
ハロウィンを楽しみましょう！
日時：10 月 26 日（水）
午前 10：00～11：00
対象：乳幼児と保護者
申込：いりません

あつまれ！しらかねスポーツラボ
やったことのないあそびをしよう。どんなあそびを
するのかたのしみにしてきてね。

日時：10 月 29 日（土） 午後 1：30～3：30
対象：小学生
定員：30 人
持物：室内シューズ、飲み物
申込：10 月 1 日（土）10：00～
＜協力＞愛知教育大学 大村ゼミ

創作アトリエ
（定員：小学生 10 人

もあるよ！

動きやすい服装できてね！

持ち物：筆記具）

① いろいろなカタチ
日時：10 月 16 日（日）午後 1：30～3：00
申込：9 月 18 日（日）10：00～
② 紙ひこうき
日時：11 月 20 日（日）午後 1：30～3：00
申込：10 月 16 日（日）10：00～

卓球の日スペシャル
楽しく卓球をしましょう！
後半は卓球大会です。
上位の方は名古屋市児童館交流卓
球大会に参加できます。
日時：10 月 22 日（土）
午後 2：00～4：00
対象：小学生
動きやすい服装できてね！
定員：12 人程度
持ち物：室内シューズ、飲み物
申込：9 月 24 日（土）10：00～

そらとぶおばけ
in 川名公園 ※雨天中止
おばけを作って一緒にあそぼう！
日時：10 月 25 日（火）
午前 10：30～11：30
対象：乳幼児
申込：当日現地（川名公園）にて

みんなでおさんぽ in 鶴舞公園

※雨天中止

公園の中をおさんぽしながら自然と触れ合いましょう。
日時：11 月 8 日（火） 午前 10：30～11：30
対象：乳幼児と保護者 定員：12 組
場所：鶴舞公園 ※図書館前に集合
＜協力＞鶴舞公園名古屋市緑化センター
持物：飲み物
申込：10 月 25 日（火）10：00～

10 月の休館日
3 日（月）、10 日（祝・月）、11 日（火）
、
17 日（月）
、24 日（月）
、31（月）

①

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

しらかねナイト

会員制クラブ「こどもアート」

日時：10 月 6 日、13 日、20 日、27 日（木）

10 月 1 日、15 日（土）
午後 1：30～3：00

午後 5：00～7：00
対象：中学生・高校生（相当年齢）

会員制クラブ「将棋」

持ち物：利用証（初めての人は生徒手帳

10 月 2 日、16 日（日）
午前 10：00～11：30

など年齢確認ができるもの）

行事名
プレリトミック

対象年齢など
1 歳前後の幼児 12 組

みんなでリトミック！
おおむね２歳の幼児 12 組

スマイル♪リトミック
おやこたいそう①
おやこたいそう②
おやこたいそう③

歩くことができる幼児
12 組
持ち物：室内シューズ
（親子ともに）

おやこたいそう④

よちよちひろば

生後 4 か月頃～歩けるように
なるまでの幼児 12 組

ベビー＆ママビクス

2 か月～9 か月の乳児

おやこであそぼう

幼児 12 組

申込開始日

開催日時

12 組

（10 時～、先着順）

10/4（火）
10：30～11：30
10/12（水）
10：30～11：30
10/19（水）
10：30～11：30
10/6（木）
10：30～11：30

9/15（木）
9/27（火）
9/30（金）
9/16（金）

10/13（木）
10：30～11：30

9/28（水）

10/20（木）
10：30～11：30

10/4（火）

10/27（木）
10：30～11：30

10/7（金）

10/7（金）
10：30～11：30
10/21（金）
10：30～11：30
10/28（金）
10：30～11：30
10/14（金）
10：30～11：30

9/22（木）
10/6（木）
10/13（木）
9/29（木）

親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」（愛称 BP）
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。
日時：9 月 28 日・10 月 5 日・12 日・19 日（すべて水曜日） 午後 1：30～3：00
対象：2 か月～5 か月の第一子と母親（4 回とも出席できる予定の方）
（令和 4 年 3 月 29 日～令和 4 年 7 月 28 日生まれのお子さん）
定員：12 組
※参加希望者が 6 組に満たないときなど、中止になる場合があります。
参加費：1100 円（資料代）
会場：昭和保健センター 5 階 健康推進室
※コロナウイルス感染拡大の状況により、開催内容の変更や中止となる場合があります。
至 鶴舞
山王通

児童館へのアクセス

白金児童館

■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
福江２
＊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。
白金
福江１
＊近隣のお店への駐車はご遠慮ください。
公園
＊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。

名古屋市白金児童館（地域子育て支援拠点）

東郊通２

東郊通３

白金小学校

白金１
至 高辻

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

