
   

 

 

 

 

日 時 ： 7 月 2 日（木） 15:00～16:00 

場 所 ： センター図書室、集会室 

対 象 ： 当日センター利用する風の子児童 

※３密を避けるため、当初計画していた内容を 

変更させて頂きます。 

※当日は、みんなで短冊を書いて飾ったり、お 

やつを食べたりします。 

※この日、センター利用する児童は必ず申し込 

みをして下さい。6 月 26 日（金）締切りです。 

  

日 時 ： 7 月 21 日（火） 13:30～14:30 

場 所 ： センター遊戯室 

対 象 ： 当日センター利用する風の子児童 

参加費 ： 100 円 

※今回、イベント等の開催条件となっておりま 

す収容定員の半分以下の参加人数を大幅に超える 

ことが予想されますので、カレーライスは中止さ 

せて頂きます。 

※誕生会とビンゴ大会のみとなります。 

※この日、センター利用する児童は必ず申し込 

みをして下さい。7 月 17 日（金）締切りです。 

※お弁当と水筒を持ってきて下さい。 

 

 クラブの再募集について…裏面をご覧下さい。 

                                              ・2 年スポーツ ・3 年スポーツ ・チアダンス 
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名　前 　　　　　　（　　　　年）

電　話

七夕会申込書

     のめあて 

ものを大切に使い、 

きちんとあとかたづけをしよう 

日曜・祝日の一般利用について 

１、日曜・祝日は、保護者同伴で活動して下さい。 

※保護者は一緒に活動しつつ、子どもの安全を見守っ

て下さい。 

２、使うことができる場所は、遊戯室と図書室です。 

 ※用具室の道具を使うことができます。 

 ※卓球台は使うことはできません。 

 ※一輪車も使えますが、必ず保護者と一緒に活動して

下さい。（子どもだけでは、大変危険です。） 

 ※図書室では、本を読むことができます。（ブロック･ 

 将棋･オセロ･トランプなどでは遊べません。） 

３、後片付けを行い、掃除をして帰りましょう。 

４、「遊戯室での約束とマナー」に準じて遊びましょう。 

名　前 　　　　　　（　　　　年）

電　話

風の子誕生会申込書

参加費100円（７/1７締切り）

8 月の行事予定 

8/4(火)  ものづくり教室 

8/6(木)  すこやか映画会 

 

 おねがい 

１、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、手洗

いの徹底や換気に気を付けて過ごしています。小学校の

取り組みに準じて、児童には必ずマスクの着用をお願い

します。（遊び、運動の時間は外すようにしています） 

２、雨の日が多くなります。ランドセルの中に替えの靴

下を用意して下さい。 

３、水分補給のため、センターを利用する児童は水筒（水

かお茶）を持ってきて下さい。 

４、外遊びをする時は帽子を被りますので、帽子を持っ

てきて下さい。（ない場合、外遊びができないこともあり

ます。） 

４、児童をお迎えにいらした際は、また 2 階図書室まで

上がって頂くことになりましたのでよろしくお願いしま

す。（その際、アルコール消毒をお願いします） 

 

○6 月 27 日（土）の保護者会清掃と、7 月 4 日（土）の保護者会

行事『クッキング教室』は中止です。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
1年スポーツ 七夕会 チアダンス

手作りB

（料理）

5 6 7 8 9 10● 11
一輪車クラブ 3年スポーツ 2年スポーツ 幼児教室 ペン習字

手作りA

（工作）

12 13● 14 15 16 17 18
サッカークラブ 3年スポーツ 1年スポーツ 2年スポーツ チアダンス

19 20● 21● 22● 23 24 25
一輪車クラブ 風の子 高小終業式 海の日 スポーツの日

誕生会

26 27 28 29 30 31
避難訓練

　　　　　　　7月の行事・クラブ予定　　　　　　　　　　

☆●印は給食なしの日です。この日児童センターを利用する留守家庭児童は、

お弁当・水筒（水かお茶）を持ってきて下さい。



新しい図書が入りました …今年もいっぱい本を読もう！…… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みえるとか みえないとか ヨシタケシンスケ アリス館 

なんだろう なんだろう ヨシタケシンスケ 光村図書 

夜のいきもの 今泉忠明 主婦の友社 

もっと ざんねんないきもの事典 今泉忠明 髙橋書店 

ハンタイおばけ トム＝マックレイ 光村図書 

いのちのカプセル まゆ 新開孝 ポプラ社 

あさになったので まどをあけま

すよ 

荒井良二 偕成社 

けんかの きもち 柴田愛子 ポプラ社 

シロナガスクジラより大きいもの

っているの？ 

ロバート＝Ｅ＝ウェルズ 評論社 

おおきい きがほしい さとうさとる 偕成社 

せなかを とんとん 最上一平 ポプラ社 

こいぬがうまれるよ ジョアンナ＝コール 福音館 

島ひきおに 山下明生 偕成社 

歩いて行こう 北ふうこ 学研 

鳥の巣いろいろ 鈴木まもる 偕成社 

干し柿 西村豊 あかね書房 

みさき食堂へようこそ 香坂直 講談社 

としょかんライオン ミッシェル＝ヌードセン 岩崎書店 

ふたりはきょうも アーノルド=ローベル 文化出版社 

祭りの晩 宮沢賢治 草の根出版社 

恐竜学・ヤンナパル探検記 ダレン＝ネイシュ 今人舎 

小学漢字辞典 加納喜光 学研 

 

ヨシタケシンスケさんの本も入りました 

 

宮沢賢治やアーノルド=ローベルの本 

 

 

ついにクラブが始まりました！ 

 

太陽の下で元気にサッカークラブ 

 

音楽に合わせて！ チアダンス 

 

ソーシャルディスタンスを守って、 

２年スポーツ（フラフープを使って） 

 

１年生用・２年生用の本 

 

２年生・３年生用の本 

クラブの再募集について 

希望の方は、下の申込書を期日までにセンターにお届け下さい。 

１、対象クラブ：2 年スポーツ、3 年スポーツ、チアダンス 

２、人数：若干名（多数の場合は抽選） 

３、申込期日：6 月 19 日(金) 結果は 22 日以降連絡 

名前

電話

クラブ申込書

クラブ
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