
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休館 ルンルンウィーク （2日～5日） 親子であそぼう

卓球タイム

8 9 10 11 12 13 14

休館 進級・進学おめでと う週間（9日～14日） クラップ＠ママ 親子であそぼう！

卓球タイム

15 16 17 18 19 おひさま 20 21

休館 親子体操体験会 たんぽぽ（１歳児） （２歳児以上） すくすく（０歳児） 親子であそぼう！

スマイルベイビー体験会 卓球タイム

22 23 24 25 26 おひさま 27 28

休館 クラップ＠ベイビー登録会 たんぽぽ（１歳児） （２歳児以上） すくすく（０歳児） 親子であそぼう！

クラップ＠ママ 親子体操登録会 スマイルベイビー登録会 卓球タイム

29 30 

休館 休館

※材料があるものは材料がなくなり次第終了
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大井第二地域センター

一本橋児童センター

至品川
りんかい線

☆うけつけで、なまえをきちんと書きましょう。

☆ランドセルは家においてから遊びに来ましょう。

☆なるべく歩いてきましょう。自転車をとめる時

は道路にはみ出さないようにしましょう。

☆お金やゲームなど、大事なものは持ってこない

ようにしましょう。

※定員のあるものは２日から受付いたします。

（指定日のあるものはのぞく）

小中学生対象 定員：なし 無料

進級・進学おめでとう週間

「ダンボール基地作り」
き ち づく

2日（月）～5日（木）

ゆめのひみつ基地をつくろう！

じぶんだけの基地でもいいし、

友だちといっしょに作っても

いいよ。

春休みルンルンウィーク

5月13日(日)かいさい予定の「わっくわくランドしながわ」の大井倉田コーナーで

使うなりきりヒーローのけんやベルトなど作ります！

9日(月)15:30～16:30「屋上あそび」

10日(火)15:30～16:30「プラバン工作」

11日(水)15:30～16:30「なりきり変身グッズ作り①」

12日(木)15:30～16:30「なりきり変身グッズ作り②」

13日(金)15:30～16:30「屋上あそび」

14日(土)13:30～14:30「プラバン工作」

体験会のお知らせ

親子体操：17日(火)10:30～11:30

定員:25組 対象：平成26年4月2日～

平成28年4月1日生まれの2・3歳児親子

スマイルベイビー：19日(木)13:30～14:30

定員:20組 対象：生後３ヶ月～７ヶ月の親子

（5月10日クラブ開始日時点）

※詳しくはセンターまでお問い合わせください

3月26日(月)9:00から

受付します。

※材料がなくなり次第終了



一輪車検定親子であそぼう！
毎週土曜日 10：00～15：00

ジャングルジム、プラレール、ボールプール、
木製のおままごとやおもちゃなど
乳幼児向けの遊具がたくさん。
お父さんもぜひ遊びにきてください！

卓球タイム

毎週土曜日 15：00～16：00

王様卓球ゲームをしよう

検定カードの名人をめざそう！
ようびやじかんをもうけてませんが

しょくいんに声をかけてね！

一本橋児童センターは、「NPO法人ぴゅあ・さぽーと」が
事業の運営を行っています。

クラブ名(内容) 対象 実施日 時間 定員 開始日

すくすくＡ

(身体測定・手遊びなど)

6ヶ月までの0歳児親子

平成29年10月～平成30年1月生まれ

金曜日

(毎週)
10:00～
10:45 なし 4月20日(金)

すくすくＢ

(身体測定・手遊びなど)

7ヶ月以降の0歳児親子

平成29年4月2日～平成29年9月生まれ

金曜日

(毎週)
11:00～
11:45 なし 4月20日(金)

たんぽぽ

(手遊び・工作など)

1歳児親子

平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれ

水曜日

(毎週)
10:30～
11:30 なし 4月18日(水)

おひさま

(手遊び・工作など)

2歳児以上の親子

平成28年4月1日以前生まれ

木曜日

(毎週)
10:30～
11:30 なし 4月19日(木)

あおぞら

(体操・造形遊びなど)

3歳児親子

平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ

月曜日

(月1回程度)
10:30～
11:30 なし 5月28日(月)

クラブ名(内容) 対象 実施日 時間 定員 登録日

スマイルベイビー

(産後のエクササイズ)
生後3～7ヶ月(5月10日時点)親子

木曜日

(月2回程度) 13:30～14:30 20組

4月26日(木)

13:30～先着順

初回5月10日(木)

クラップ＠ベイビー

(ダンス・リズム遊び)

平成29年10月生まれ(生後8ヶ月)～

平成28年4月2日生まれの親子

午前：あんよクラス 午後：ハイハイクラス

5/7.21 6/4.18 
7/2 9/10 
10/1.15.29 
11/12 全10回

10:30～11:30

13:15～14:00

各

10組

4月23日(月)

13:00～先着順

初回5月7日(月)

親子体操

(マット・かけっこなど)

2・3歳児親子

平成26年4月2日～平成28年4月1日生まれ

火曜日

(月2回程度) 10:30～11:30 25組

4月24日(火)

10:30～先着順

初回5月15日(火)

幼稚園児応援プロジェクト

体操クラブ

(てつぼう・とびばこなど）

幼稚園年少～年長親子
春期(5/18.25
6/1.8.15.22.29
7/6 全8回）
冬期(11月予定)

15:00～16:00 20組

5月11日(金)

15:00～先着順

初回5月18日(金)

ピカソ☆キッズ

(造形あそび)
2歳児以上の親子(パパさん大歓迎)と小中学生

不定期

お知らせを

ご覧ください

10:30～11:30
10人

程度

毎回定員を募集

お知らせを

ご覧ください

<内容別クラブ(定員あり) >
お母さんの産後エクササイズや季節のヨガ、親子で楽しめる体操や造形遊びなど幅広いクラブ活動をしています。

きょうだいは上のお子さんで登録をお願いします。

地域にお住まいの乳幼児とお母さんが手遊び・季節の行事や工作などいろいろな活動を通して交流の輪を広げる場です。

<年齢別クラブ(定員なし) ※開始日以降、随時登録受付>

季節にあったヨガでカラダの不調肩こりや腰痛を改善します。

講師：早川 ミカさん 対象：子育て中のお母さん

定員:先着20人(保育はありませんが、お子さんが一緒でもOKです)

持ち物：飲み物・汗拭きタオル ヨガマット(なければバスタオル)

※動きやすい服装でお越しください

※23日分受付：4月2日（月）9時より受付開始

「ココロすっきりヨガ」

赤ちゃんをだっこしながらリズム体操。ママの鼓動が伝わります。

講師：早川 ミカさん 対象：乳幼児親子

定員:先着20組 持ち物：飲み物・汗拭きタオル

エルゴ（だっこひも）※動きやすい服装でお越しください

足のひえが気になる方はうわばきをはいての体操でもＯＫです。

※13日分受付：3月26日(月)9時より受付開始

23日（月）13:30～14:3013日（金）10:30～11:30

夜は眠れていますか？ ５月病予防に！
クラップ＠ママは毎月1回程度季節のヨガや
体操を講師の早川ミカ先生によって行ってい

ます。毎回定員を募集しています。
チェックしてくださいね！「エルゴ体操」


