
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…来館にあたってのおやくそく… 

①自宅で検温、体調チェックをし、個票に記入して来館してください。 

※体温が 37.5 度以上の方、咳等の風邪症状がある方はお断りさせて頂きます。 

※個票は HP からプリントアウトできます。 
 

②幼稚園児以上のマスクの着用、受付での手の消毒をお願いします。 
（幼稚園児以上でマスクの苦手な方は職員にお知らせください） 

 

③食事は禁止です。（水分補給、授乳は可） 
 ※交流館には水飲み場がありません。 

遊びに来るときは水筒を持ってきてください。 
 

④小学生以上の子は子どもだけで利用できますが、必ず保護者の了承を得

てから来館してください。小学生でお家の住所や連絡先を知らない子が

多くいます。災害時のためにも、お子さんが連絡先を言えるようお家で

確認をお願いします。 
 

⑤新型コロナウイルス感染症対策のための学級・学年・学校閉鎖、園閉鎖

になった人は利用することができません。その家族も同様です。 
 

※状況により、内容を変更する可能性があります。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のためご理解ご協力をお願い致します。 

 

…９月の開館について… 

①開館時間 午前の部 ９:00～11:30 午後の部 13:30～16:30            

        ＊11:30～13:30 は消毒のため利用できません。 

  ②利用人数 状況により時間・人数制限をさせて頂きます。グループでの

来館は控えてください。 

       （混雑時は掛川市内在住の方を優先させて頂きます） 

  ③おもちゃ・部屋の貸し出し 

・事務室でのおもちゃの貸し出しは中止です。各部屋にあるおもちゃや 

塗り絵・工作等をお楽しみください。 

    ・土日限定で卓球ができます。1 グループ 3 人までで 20 分で交代です。 

           ・会議室は学習のためにのみ貸し出します。(中学生以上) 

利用したい人は受付に来てください。１度に４人まで入室できます。 

 

日 曜日 
9 月の行事予定 

＊の時間はプレイルームが 

利用できません。 

１ 火  

２ 水 ＊ちびっこ広場(0歳児) 10:00～ 

３ 木 ＊おはなしの木   11:00～ 

４ 金  

５ 土 
こどもくらぶ(アソビバ) 9:15～ 

こどもくらぶ(ツクリバ) 10:45～ 

６ 日  

７ 月 休館日 

８ 火  

９ 水 ＊ちびっこ広場(1歳児) 10:00～ 

10 木 
にこにこたまご(妊婦さん)10:00～ 

＊おはなしの木   11:00～ 

11 金  

12 土 おもちゃ病院    9:30～ 

13 日  

14 月 休館日 

15 火 ＊育児力アップ講座  10:00～ 

16 水  

17 木 ＊おはなしの木   11:00～ 

18 金  

19 土  

20 日  

21 月 休館日(敬老の日) 

22 火 休館日(秋分の日) 

23 水 ＊ちびっこ広場(2歳児) 10:00～ 

24 木 ＊おはなしの木   11:00～ 

25 金  

26 土  

27 日  

28 月 休館日 

29 火  

30 水 移動児童館(原谷小)  放課後 

 

・交流館の開館状況や行事、クラブのお

知らせ等をメッセージ配信します。 

・人数制限をした時にも 

お知らせします。 

・行事や遊びの紹介は 

タイムラインを見てね。！ 

・右の QR コードから 

 友達追加ができます。 

 

「こどもくらぶ」はじまるよ！ 

 

 
 

 

＊こどもくらぶは、申込みの際の登録情報に加えて、住所と保護者氏

名を登録させて頂きます。初回当日または、初回までに来館、電話

にてお知らせください。 

＊毎回自宅で検温、体調チェックをして参加していただきます。 

初回に体調チェック表をお渡しします。 

＊当初の予定を変更し、こどものみの参加でお願いします。 

＊初回に欠席する場合は事前に連絡をください。 

 

【と き】9 月5 日(土)アソビバ 9:15～10:15 ツクリバ 10:45～11:45 

【ところ】福祉活動館(体育館) 

【内 容】自己紹介、レクリエーションなど 

【持ち物】年間登録料 100円(半年のため半額になります)、水筒 

体育館シューズ、マスク、タオル、筆記用具 

交流館のアカウントを 

        友達追加してね 



申込み・問合せ：掛川児童交流館 

            （掛川市掛川 910-1） 

TEL 24－0822 070-2632-8809(相談専用) 

FAX 24―5730 

休館日：月曜日・祝日・年末年始 

開館時間：9：00～17：00 
※新型コロナウイルスの影響で変更中 

 

 

 

【と き】9 月3 日10 日 17 日24 日全日木曜日 

      11:00～(15 分程度) 

【ところ】プレイルーム 

【対 象】未就園児と保護者 10組(先着順)      

【内 容】手遊び、歌、読み聞かせ 

【申込み】各日 6日前～前日までに来館 

または、電話で申込んでください。 
＊午前中の最後にゆったりと親子時間を 

楽しんでくださいね。 

＊3 日(木)、10 日(木)は読み聞かせボランティア 

さんが来館します。お楽しみに！ 
 

 

 

【と き】9 月10 日(木)10:00～11:00 

【ところ】会議室 【対 象】妊婦さん 

【内 容】赤ちゃんグッズ作り、フリートーク 

絵本・手遊び・おもちゃの紹介など 

【申込み】来館または電話にて受付中 

 毎月 10日はプレママの日。おなかの赤ちゃんと一

緒に、楽しい時間をすごしましょう！出産後も親子で

参加できますよ。妊娠中の幸せなひとときを交流館で

仲間と過ごしましょう！ 

 

 

 

【と き】9 月12 日(土)9:30～11:30 

【ところ】 児童交流館  会議室 

【内 容】 ボランティアさんがこわれた 

おもちゃを修理してくれます。 

【お願い】 

＊交流館が利用制限中のため、人数制限をさせて 

頂く場合があります。      
 ＊おもちゃ病院のみ利用の方も、個票を書いて来館 

してください。 
※10 月はおもちゃ病院がお休みのため、 

11 月の引き取りになります。 

※安全性・修理保証により修理できない物もあります。 

※部品交換のために実費をいただく場合があります。 

※受付件数は一人 2 点以下とさせていただきます。 

※預けたおもちゃは必ず受取にきてください。 

 

         
 

 

【と き】9 月 15 日(火)10:00～1１:00 

     ＊10:30～個別相談受付予定 

【ところ】プレイルーム 

【対 象】未就園児とその保護者  10組 

 ※託児はありません。 

【内 容】「やってみたらちょっとよかった！」 

     子どもの生活を整えるコツ講座 

テーマ：好き嫌いをなくそう 

 「離乳食は食べてくれていたのに…。」 

  偏食のお悩みを解決！ 

【講 師】掛川市健康医療課  

     保健師・栄養士 

【申込み】来館または電話にて申込み受付中 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＊悪天候等により、警報が発令されている場合および今後発令が予

想される場合は、事業を中止させていただくことがあります。ご

了承ください。 

＊行事等で撮影した写真は、交流館での掲示、おたより、Facebook、

LINE等への掲載に使わせていただくことがあります。ご了承く

ださい。また、支障がある方は職員までお申し出ください。 

 

令和 2 年 8 月 20 日 発行 掛川市社会福祉協議会 掛川児童交流館 

＊毎月 1 回年齢別に行う事になりました。各日 1 ケ月前から来館または電話で申込んで下さい。 

【と き】９月  ２日(水) ０歳児(H31・R 元年度以降生まれの子) 

       ９月  9 日(水) 1歳児(H30 年度生まれの子)         10：00～10：30            

      ９月23 日(水)  2歳児(H29 年度生まれの子)         （各日先着 10組） 

【ところ】プレイルーム   

【内 容】親子ふれあい遊び、手遊び、読み聞かせなど 

【申込み】各日 1ケ月前より来館または電話にて申込み受付けます。定員に達し次第締め切ります。 

     ※9 月 2 日の 0 歳児は定員に達したため受付を終了しました。 

 

＊10 月の予定と申込み開始日について 

 0歳児 10月 7日(水)(9 月 8日(火) 申込み受付開始) 

 1歳児 10月 14日(水)(9 月 15日(火) 申込み受付開始) 

 2歳児 10月 21日(水)(9 月 24日(木) 申込み受付開始) 

 

ちびっこ広場 （申込制） 

おはなしの木（申込制） 

＊交流館は掛川市からの委託を受けて、掛川市社会福祉協議会が運営しています。 

にこにこたまご(申込制) 

～プレママ集まれ～ 

 出張！育児力アップ講座 
（申込制） 

※月曜祝日休館のため申込日を

確認してください。 

 


