
   ＊新型コロナウイルス等の状況により、 　11月も引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
     行事予定が変更になる場合がございます。 　予防対策を実施しております。利用者の皆さまにはご不便を
     予めご了承下さい。 　お掛け致しますが、ご理解・ご協力をお願致します。

    (お問い合わせ） 姫路市立安室児童センター　   指定管理者
    〒670-0081姫路市田寺東2丁目7－13　   神姫バス　しんきエンジェルハート共同事業体
     ☎079－294-7212　Fax079-294-7670   児童センター登録カードのご協力をお願い致します。

日 月 火 水 木 金 土
11/1 2 3 4 5 6　11月号申込受付9:00～

赤ちゃんランド10:30～ スキップランド10:30～ スキップランド10:30～ わんぱくチャレンジ10:00～

休館日 休館日 ひめじ読書週間

おはなしランド10:30～

どれだけ飛べる？ つくっちゃお mini！ プラレールで

「なわとび認定会」 ドッジビー 遊ぼう

4:00～ 2:00～ 4:00～ 2:00～

7 8 9 10 11 12 13
勉強の部屋9:00～ 赤ちゃんランド10:30～ 安室児童センター スキップランド10:30～ スキップランド10:30～ 勉強の部屋9:00～

いっしょに遊ぼう 休館日 ♡えりka先生のリラックス ♡「おひさま」10:00～ ひめじ読書週間

10:00～ ベビーマッサージ11:00～ サーキット おはなしランド10:30～

カードゲーム どれだけ飛べる？ レッツ！ レッツ！ mini！ 脱出させよう！

ワードスナイパー 「なわとび認定会」 おりがみ いちりんしゃ ドッジビー ゲーム

2:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 2:00～

14 15 16 17 18 19 20
勉強の部屋9:00～ 赤ちゃんランド10:30～ 理子先生の スキップランド10:30～ スキップランド10:30～ 勉強の部屋9:00～

いっしょに遊ぼう 休館日 おはなしランド10:30～ ♡やすむろファーム 認定遊び道場10:00～

10:00～ おいもほり11:00～

おもしろ どれだけ飛べる？ つくっちゃお レッツ！ mini！ 日和先生の

体力測定 「なわとび認定会」 いちりんしゃ ドッジビー けん玉教室

2:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 2:00～3:00

21　勉強の部屋9:00～22 23 24 25 26 27
いっしょに遊ぼう10:00～ 赤ちゃんランド10:30～ スキップランド10:30～ スキップランド10:30～ 勉強の部屋9:00～

図書館DE 休館日 休館日 認定遊び道場10:00～

おはなし会11:00～

♡フェルトの ♡12月のオリジナル レッツ！ mini！  ♡は・じ・め・ての

ヘアクリップ作り カレンダー作り いちりんしゃ ドッジビー 将棋教室

2:00～ 2:00～ 4:00～ 4:00～ 2:00～

28 29 30 12/1 2 3 4
勉強の部屋9:00～ 赤ちゃんランド10:30～ スキップランド10:30～ スキップランド10:30～ スキップランド10:30～ 12月号申込受付9:00～

いっしょに遊ぼう 休館日 わんぱくチャレンジ

10:00～ 10:00～4:00

♡想いのままに どれだけ飛べる？ つくっちゃお レッツ！ mini！ プラレールで

お絵描きの世界 「なわとび認定会」 いちりんしゃ ドッジビー 遊ぼう

2:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 2:00～

5 6 7 8 9 10 11
勉強の部屋9:00～ 赤ちゃんランド10:30～ 安室児童センター スキップランド10:30～ スキップランド10:30～ 勉強の部屋9:00～

いっしょに遊ぼう 休館日 子育て相談11:00～ ♡「おひさま」10:00～ ♡あや先生の相談 認定遊び道場10:00～

10:00～ どんぐり工作 10:30～

カードゲーム どれだけ飛べる？ レッツ！ レッツ！ mini！ ♡クリスマス
ナインタイル 「なわとび認定会」 おりがみ いちりんしゃ ドッジビー ボード

2:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 4:00～ 2:00～



　小学生行事のご案内

  ♡フェルトの     ♡12月のオリジナル 　　　       ♡想いのままに
  　　　　　　　手づくりフラワーボックスヘアクリップ作り カレンダー作り お絵描きの世界
  日時 11月21日（日）2:00～ 　  日時 　11月23日（火）2:00～ 　 日時 11月28日（日）2:00～

  参加費 100円 　  参加費 　無料 　 参加費  無料

　持ち物 はさみ・木工ボンド 　  持ち物 　はさみ・のり・折り紙 　 持ち物  汚れても良い服装

  対象 小学生10名 　筆記用具・色えんぴつ 　 対象  小学生10人
　　　秋冬に活躍するヘアアクセサリーです 　  対象 　小学生10人

  ♡は・じ・め・ての将棋教室    　日和先生のけん玉教室 　　プラレールで遊ぼう
  日時 11月27日（土）2:00～ 　  日時 　11月20日（土）2:00～    日時 11月6日（土）2:00～

  参加費 無料 　  参加費 　無料 　 参加費  無料
　持ち物 なし 　  持ち物 　けん玉（お家にあれば）    対象  どなたでもどうぞ
  対象 小学生10名 　  対象 　小学生  （幼児は保護者同伴）

（幼児は保護者同伴）  （幼児は保護者同伴） 　　　1階の部屋に「プラレール」が走るよ！

　　　みんな、大切に使ってね

  カードゲーム    　脱出させよう！ゲーム 　　勉強の部屋（2階）

ワードスナイパー 　  日時 　11月13日（土）2:00～    日時 毎週土曜日・日曜日9:00～

  日時 11月7日（日）2:00～ 　  参加費 　無料 　 参加費 無料
  参加費 無料 　  対象 　小学生 　 対象 小学生～高校生向け
  対象 小学生のみなさん 　風船を脱出させよう⁉ 行事がある場合は使えません

　幼児教室のご案内

　♡えりka先生のリラックス 　  　理子先生のおはなしランド   　♡やすむろファーム　おいもほり
　　ベビーマッサージ＆ママヨガ 　　日時  　11月17日（水)10:30～ 　  日時 1１月１９日（金）11:00～

  日時 11月9日（火）11:00～ 　　参加費  　無料　 　  参加費 親子で100円
  参加費 無料 　　対象  　乳幼児・保護者の皆さま 　  持ち物 軍手・スコップ・ナイロン袋

　持ち物 バスタオル・飲み物 　　　　理子先生と一緒に「絵本の世界」を タオル・汚れても良い服装

汗拭きタオル 　　　　体験してみませんか？ 　  対象 親子10組
  対象 親子15組

利用者の皆さまへ…引き続き下記のことをお願いしております。

　　防災訓練について

　　月に1回　防災訓練を

　　実施しております。

　　ご協力をお願い致します。

ご利用について…

・休館日は月曜日、祝日の翌日です。 　　・♡の行事は申し込みが必要です。

・開館時間は9:00～16:30です。 　　・受付は11月6日（土）9:00からです。（センターで直接申し込み）

・消毒・換気タイムは利用できません。 　　・11月7日（日）から電話受付致します。

・幼児は保護者と一緒にご利用ください。 　　・行事は定員になり次第、受付終了です。

・姫路市に気象警報が発表された時は臨時休館になります。 　　・児童センター来館、帰館の道順・緊急避難できる場所を

・貴重品、ゲームなど持ってこないようにお願い致します。 　　（交番・こども110番など）お子さまとご確認ください。

・お茶・タオルなどをご持参下さい。

児童センター入口の検温チェック

手指の消毒・センター内での

マスク着用をお願い致します。

＊熱がある場合は入館できません。

＊マスク着用は小学生以上。

消毒・換気タイム

12:00～13:30

16:30～17:00

この時間、センターは

利用できません。

行事・イベントの実施について

3密にならないように、参加人数制限

利用人数制限などを行います。

＊料理教室・飲食などはできません。

＊子ども同士の身体接触活動は避けます。
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