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児童館の臨時休館について

松山市北条児童センター

４月１日より児童館利用者の安全を確保す
るため暴風（暴風雪）警報・避難勧告発令時の
利用の仕方が変わります。
発表・発令時間、解除時間によって
臨時休館になります。詳細は次月
（５月号）に掲載いたします。

〒799-2436 松山市河野別府 937
電話番号（０８９）９９２－９５５９
開館時間 ９：００～２１：００
【20190224】

※小学生 18 時/中学生 19 時/高校生 21 時
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 松山市北条児童センター 検索

【親子ふれあいタイム】
開館日（土日・祝日を除く）
９：３０～１２：３０
子育て中の保護者同士の交流の場を提供し、
子育てについての相談や遊びを通した
様々な活動を行っています。
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昔 懐かしい駄菓子が並びます。お子さんだけでな
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りよう

お菓子でほっと一息つきませんか？

く、保護者の方もご利用いただけます。

【日

【日

時】平成３１年４月１３日（土）

つか
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し
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あ
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を作りませんか？仕上げはレジンを使います。

時】平成３１年４月１３日（土）
・２７日（土） 【日

１０：３０～１１：３０

かん たん

ガラスドームを使った簡単で可愛いアクセサリー

１４：００～１５：００

時】平成３１年４月２４日（水）
１０：００～１０：５０

【親子なかよし体操広場】

【場

所】健康相談室

【場

所】健康相談室

【場

所】健康相談室

開館日（土日・祝日を除く）

【内

容】飲み物（コーヒー・ジュースなど）の販売

【内

容】１０円駄菓子の販売

【内

容】講師の先生によるハーバリウム風

【対

象】子どもとその保護者

【対

象】子どもとその保護者

象】幼児とその保護者

１１：００～１１：３０
手あそびや歌遊び、音楽に合わせた体操など
を組み合わせた自由参加のプログラムです。
対象：幼児とその保護者（0 歳から参加可）

アクセサリー作り

【参加費】１杯５０円（お菓子付き）

【参加費】1 個１０円

【対

【備

【備

【参加費】1 組５００円（1 作品）

考】売切れ次第終了します。

考】売切れ次第終了します。

ご了承ください。

ご了承ください。

【協

力】～tsuyuka～

大石

１５組
ゆかり先生

【みんなでバースデイ】
４月２３日（火）１１：００～
その月に誕生日を迎えるお子さんの誕生日
会を行い、撮影した写真をバッジにして後日プ
レゼントしています。

【４月の工作】
色鉛筆プラバン ４０円
※数に限りがあります。売切れの際はご了承ください。

【４月の休館日】
８日（月）
・１５日（月）
・２２日（月）
※小学校の春休み中は毎日開館します
松山市の役立つ
子育て情報が満載
松山市子育て情報サイト
※活動の様子を撮影し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや報告等に使用させていただく場合があります。
※イベントの実施、準備・片付けのため、通常利用できない場合があります。
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親子で一緒に大型遊具を使ったアスレチック遊び
やスキンシップ遊びなどを 行 います。
【日

時】平成３１年５月８日～７月１０日

「できない」ことが「できるようになる」ためには、
少しの勇気とポイントが必要です。

くれる小 学 生 、中 学 生 、高校生を大募集します。

【日

時】平成３１年５月８日～７月１０日

【期

所】体育室

【場

所】体育室

【内

容】とび箱や平均台、ハシゴ、滑り台などを

【内

容】マット・とび箱・鉄棒遊び、

【対

象】平成２８年４月～平成２９年３月生まれの

使用したアスレチック遊びなど

【参加費】幼児ひとりにつき３００円

こうこうせい

だいぼしゅう

間】平成３１年５月～平成３２年３月末
※初回５月１１日（土）１３時３０分～

【場

所】北条児童センター

【内

容】クリスマス会、もちつきなどのお手伝い、

【対

象】新小学３年生～高校３年生 １５名

ミニミニ運動会など
象】新小学１～６年生 １５名

【参加費】ひとり３００円

ちゅうがくせい

駄菓子屋さんのお手伝いを予定

仲間づくりゲーム、
【対

※全１０回分

しょうがくせい

１６：３０～１７：３０※毎週水曜日全１０回

【場

幼児とその保護者 １６組

てつだ

北 条 児童センターでのイベントのお手伝いをして

ゆうき

１０：００～１０：５０※毎週水曜日全１０回

ひつよう

ほうじょう じ ど う

すこ

※全１０回分

月に２回の駄菓子屋お手伝いなど
【年会費】ひとり１,０００円

◆インターネット 松山市北条児童センターＨＰのイベントページ『▶お申込みは
こちら』内の参加希望のイベントをクリックしてお申込みください。
※詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
◆往復はがき（郵送）
・ＦＡＸ
①郵便番号 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④性別
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。○○ ⑤電話番号 ⑥学校名・学年・年齢 ⑦保護者氏名 ⑧参加を希望されるイベント名を
○その場合は松山市在住の方を優先します。○○○○○○ ご記入の上、お送りください。
※電話でのお申し込みはできません。○○○○○○○○○ （ＦＡＸ（０８９）９９２－０１７７ ※返信用のＦＡＸ番号を必ず記載）
◆来館（受付） 児童センター内設置の申込用紙に必要事項をご記入の上、返信用
※個人情報は各事業の目的以外には使用いたしません。
のはがき（返信先の宛名を記入したもの）を添えて受付までお持ちください。

各種イベントのお申込み方法について

松山市北条児童センターで２月に実施したイベントや
クラブの報告を写真付きでお知らせします。
毎月実施をしているイベントもあるので、みなさん、
ぜひ遊びに来てくださいね。
松山市北条児童センター
マスコットキャラクター
『ジョージくん』

【日時】２月１０日（日）１０：００～１４：００
【場所】北条児童センター東側沿道
北条児童センターの「ジョージくん」と南部児童
センターの「なんぶ～」も一緒に応援しました。
ランナーと
ハイタッチ‼

【日時】２月２１日（木）１０：００～１０：５０
【場所】健康相談室
ミュージックパッドやミュージックベル、ドラムな
ど色々な楽器を使った音楽あそびをしました。
“ドンドン”
音が鳴るね♪

【日時】２月１６日（土）１０：００～１１：３０
【場所】健康相談室
講師の先生をお迎えして、菊間瓦粘土を使った作品
を作りました。焼き上がりが楽しみです。
どこに飾るか
楽しみです‼

【日時】２月２３（土）１０：３０～１１：３０
【場所】健康相談室
『あかりをつけましょ ぼんぼりに～♪』すこやか
な成長を祈る桃の節句のお祝いを行いました。
雛飾りバッグを
作るよ！

【日時】２月２０日（水）１１：００～１１：３０
【場所】体育室
２月がお誕生日のお友達のお祝いをしました。
撮影した写真をバッジにしてプレゼントしました。
何歳に
なったかな⁉

【日時】２月２４日（日）１０：００～１２：００
【場所】健康相談室
１月２８日の「いい、つばきの日」関連イベントと
して羊毛フェルトで椿のブローチを作りました。
ニードル針で
チクチク…

