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活動名 実施日 申込開始 

親子リトミック教室   5/15（月） 4/24(月) 

ニコウタ Yoga  5/17（水） 4/24(月) 

子育て応援教室（歯科衛生士） 5/24(水) 5/10(水) 

子育て応援教室（ハンドクリーム作り） 5/31(水) 5/10(水) 

 

１日（月） ひよこ 10：15～10：45   

うさぎ 11:00～11：30 

くま  14：00～14：30 

２日（火） くま  10：15～10：45 

        うさぎ 11：00～11：30 

ひよこ 14：00～14：30 
 

 

  

２４日（水） 

   ひよこ 10：15～10：45 

  うさぎ・くま 10:50～１１：２０ 
赤塚健康福祉センターの歯科衛生士が来てお話を 

してくれます。知っておくと良いことが聞けますよ。 

ぜひご参加ください。 

 

2023 

５月 

お子さんの写真やお絵かき、手形などをラミネ

ートしてカレンダー（A3 サイズ）を作ります。 

お子さんの写真やカレンダーに貼りたいもの

をお持ちください。お絵かきでもOK です！ 

10日（水）  

ひよこ      １０：１５～１０：４５ 

うさぎ・くま   １１：００～１１：３０ 
保冷剤を使った「アロマジェル作り」をします。 

いい香りにつつまれて体も心もリラックス！ 
テーマ「こいのぼり」＆「母の日」 

 

１２日（金） ひよこ 10：15～10：45 

３０日（火）１４：００～１４：３０  

０歳～５歳の乳幼児親子  

５月２０日（土）１０：００～１５：３０ 

５月２１日（日）１０：００～１５：００ 
板橋区平和公園・常盤台地域センター・中央図書館 

イベント詳細はこちら 

子育て応援教室   

子育て応援教室   

 

31日（水） 

① １０：３０～１１：００ 

② １１：１５～１１：４５ 

ひよこ・うさぎ・くま 

帝京大学薬学部の学生による「骨とホルモン」 

についてのミニ講座があります。 

終了後ハンドクリームを作ることができます。 

事前申込制 Web 可 

５/１０～申込開始 

事前申込制 Web 可 

５/１０～申込開始 

 

板橋区中台 3－27－2  ☎03－3934－4176 

 

ツイッター 

HP 

テーマ「こいのぼり」＆「母の日」 

 

 事前申込制の活動 



２０２３年５月 子育て応援児童館  CAP'S 緑が丘  乳幼児活動カレンダー 

※土・日曜日・祝日は民間委託による開放日です。利用時間:9 時∼正午,13 時∼17 時 使えないお部屋や遊具がありますのでご確認ください。 

月 火 水 木 金 

１ ２ ３ ４ ５ 
ひよこ 

10:15～10:45 

パウチカレンダー作り 
 

うさぎ 

11:00～11:30 

パウチカレンダー作り 

 

くま 

14:00～14:30 

パウチカレンダー作り 

くま 

10:15～10:45 

パウチカレンダー作り 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

パウチカレンダー作り 

 

ひよこ 

14:00～14:30 

パウチカレンダー作り 

憲法記念日 

 

施設開放 

９：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

みどりの日 

 

施設開放 

９：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

こどもの日 

 

施設開放 

 ９：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

８ ９ １０ １１ １２ 
ひよこ 

10:15～10:45 

トンネルあそび 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

のりもの GO！ 

 

くま 

14:00～14:30 

のりもの GO！ 

うさぎ・くま 

11:00～11:30 
手形ぺったん＆身体測定 

 

2・3 か月児とその保護者 

13:30～13:50 
2・3 か月児の母と子の会  

※事前申込制(Web･Tel 可 

 

ひよこ 

14:00～14:30 
足形ぺったん＆身体測定 

ひよこ 

10:15～10:45 

母の日制作アロマジェル作り 

 

うさぎ・くま 

11:00～11:30 

母の日制作アロマジェル作り 

 

ぞう 

14:30～15:00 

おりがみクラブ 

くま 

 10:15～10:45 

わいわいボーリング 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

わいわいボーリング 

 

ひよこ 

15:00～15:30 

ふんわり♪布あそび 

ひよこ 

 10:15～10:45 

ねんねアート 

（こいのぼり・母の日） 

うさぎ 

11:00～11:30 

ピョンピョンとびとび 
 

くま・ぞう 

 15:00～15:30 

マグネットあそび 

１５ １６ １７ １８ １９ 
親子リトミック 

①抱っこ・よちよち 

10:30～11:00 

➁しっかりあんよ 

11:10～11:40 

※事前申込制(Web･Tel 可 

 

 

乳幼児親子(0 歳～5 歳児 ) 

14:30～15:00 

動く電車であそぼう 

乳幼児親子(0 歳～5 歳児 ) 

10:15～10:45 

ころころボールタイム 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

のんびりひもとおし 
 

ひよこ 

14:00～14:30 
子育て相談プログラム 

ママトーク「サイコロトーク」 

子育て応援教室 

抱っこ・よちよち 

10:30～11:00 

赤ちゃん体操 

しっかりあんよ 

11:10～11:40 

ニコウタ yoga  

※事前申込制(Web･Tel 可 

 

ぞう 

14:30～15:00 

ころころボールあそび 

くま 

 10:15～10:45 

大きな紙に絵を描こう 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

大きな紙に絵を描こう 

 

 

ひよこ 

15:00～15:30 
ニコニコふれあいあそび 

ひよこ 

 10:15～10:45 

わらべ歌マッサージ 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

こねこね粘土あそび 
 

 

くま・ぞう 

 15:00～15:30 

こねこね粘土あそび 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 
ひよこ 

10:15～10:45 

６月のカレンダー作り 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

６月のカレンダー作り 

 

 

くま 

14:00～14:30 

６月のカレンダー作り 

乳幼児親子(0 歳～5 歳児 ) 

10:15～10:45 

しゃぼん玉タイム 

 

ひよこ・うさぎ・くま 

11:00～11:30 

わくわくおはなし会 

 

乳幼児親子(0 歳～5 歳児 ) 

14:30～15:00 
子育て相談プログラム 

小さいお人形であそぼう 

子育て応援教室(歯科衛生士) 

ひよこ 

10:15～10:45 
乳歯ケアのポイント 

うさぎ・くま 

10:50～11:20 

虫歯ゼロの習慣作り 

※事前申込制(Web･Tel 可 

 

ぞう 

14:30～15:00 
科学あそび「空気であそぼう」 

乳幼児親子(0 歳～5 歳児 ) 

 10:15～10:45 

みんなでよーいどん！ 

 

子育て応援教室 
ひよこ・うさぎ・くま合同 

11:00～11:30 

保健師てこちゃん 

～癒しのおはなしタイム～ 

 

ひよこ 15:00～15:30 
ニコニコふれあいあそび 

ひよこ 

 10:15～10:45 

ハイハイレース 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

のんびり積み木あそび 
 

 

くま・ぞう 

 15:00～15:30 

のんびり積み木あそび 

２９ ３０ ３１   
ひよこ 

10:15～10:45 

ミニアスレチック 

 

うさぎ 

11:00～11:30 

わいわいアスレチック 

 

くま 

14:00～14:30 

わいわいアスレチック 

5～7 か月児の親子 

10:15～10:45 

ハーフバースデー 

 
うさぎ・くま 

11:00～11:30 

プレイバルーンに挑戦 
 

乳幼児親子(0 歳～5 歳児) 

14:00～14:30 

誰でもねんねアート 
(こいのぼり・母の日) 

子育て応援教室 
ホルモンバランスの話と 

ハンドクリーム作り 

ひよこ・うさぎ・くま 

①10:30～11:00 

➁11:15～11:45 

※事前申込制(Web･Tel 可 

 

ぞう 

14:30～15:00 

なりきりお店屋さんごっこ 

  【活動名と対象年齢】 

ひよこ：0 歳 

うさぎ：1 歳～1 歳児 

くま ：2 歳児以上 

ぞう ：3･4･5 歳児 

こどもわくわく 

フェスタ２０２３ 
５月２０日（土） 

２１日（日） 

板橋区平和公園で行
います。 
児童館職員によるゲ
ームコーナーや工作
コーナーを用意して
いますので、ぜひ遊び
に来てください♪ 

【Web 予約】 
（Web 可）は、いたばし 

子育て応援アプリから 

申込みができます 


