
西枇杷島児童館 小田井児童館 清洲児童館 清洲児童センター 新川児童館 星の宮児童センター 桃栄児童館 春日児童館

新一年生のつどい 新一年生のつどい 新一年生のつどい 新一年生のつどい 新一年生のつどい 新一年生のつどい 新一年生のつどい 新一年生のつどい
こいのぼりづくり こいのぼりづくり みんなで遊ぼう みんなで遊ぼう みんなで遊ぼう ミニ映画会 みんなで遊ぼう ミニ映画会
ミニ映画会 手作り教室 手作り教室（工作） 手作り教室 母の日のプレゼント作り こいのぼりづくり 母の日のプレゼント作り 母の日のプレゼント作り
母の日のプレゼント作り みんなで遊ぼう ミニ映画会 さくらまつり 母の日のプレゼント作り
パソコンで遊ぼう 親子で遊ぼう 親子で遊ぼう

ミニ映画会 母の日のプレゼント作り
避難訓練 母の日のプレゼント作り 母の日のプレゼント作り ちびっこのつどい みんなで遊ぼう みんなで遊ぼう ちびっこのつどい みんなで遊ぼう
親子誕生会 親子誕生会 ドッヂビー大会 親子クッキング ちびっこのつどい ちびっこのつどい ドッヂボール大会 親子誕生会
クッキング教室 押花教室 親子で遊ぼう（手作りおもちゃ）手作り教室 クッキング教室 ドッヂボール大会 クッキング教室 サーキット遊び
手作り教室 手作りおもちゃ クッキング教室 ボウリング大会 ドッヂボール大会 クッキング教室 避難訓練 スライドを見よう
パソコンで遊ぼう クッキング教室 避難訓練 クッキング教室 避難訓練 手作り教室 戸外遊び

みんなで遊ぼう 避難訓練 避難訓練 クッキング教室
避難訓練

父の日のプレゼント作り 歯磨き講習会 手作り教室（ビーズ・工作） 綱引き大会 将棋大会 父の日のプレゼント作り 父の日のプレゼント作り ミニ映画会
手作り教室 父の日のプレゼント作り みんなで遊ぼう 陶芸教室① サッカー大会 オセロ大会 オセロ大会 父の日のプレゼント作り
パソコンで遊ぼう 手作り教室 父の日のプレゼント作り 親子で遊ぼう 父の日のプレゼント作り チャレンジ週間 チャレンジ週間 笹飾り作り
歯磨き講習会 親子で遊ぼう 避難訓練 父の日のプレゼント作り 親子で遊ぼう 歯磨き講習会（幼） 手作り教室

みんなで遊ぼう 手作り教室
チャレンジ大会

ちびっこ七夕会 ちびっこ七夕会 ちびっこ七夕会 ちびっこ七夕会 ちびっこ七夕会 ちびっこ七夕会 ちびっこ七夕会 ちびっこ七夕会
水遊び 水遊び 冒険をしよう クッキング教室 手作り教室 手作り教室 手作り教室 星まつり
親子誕生会 親子誕生会 風船バレー大会 手作り教室 オセロ大会 みんなで遊ぼう 将棋大会、 親子誕生会
ミニ映画会 クッキング教室 手作り教室（手芸） 風船バレー大会 親子クッキング教室 クッキング教室 クッキング教室 クッキング教室
人形劇 手芸教室 オセロ大会 親子工作 キックベース大会 ミニ映画会 みんなで遊ぼう
水合戦 ミニ映画会 避難訓練 親子で遊ぼう バブロケット
パソコンで遊ぼう 水遊び

チャレンジ大会 手作り教室 みんなで遊ぼう スライム作り 手作り教室 将棋大会 五目並べ大会 手作り教室
ドミノに挑戦 ドミノであそぼう クッキング教室 陶芸教室② こま大会 ミニ映画会 ドミノ大会 ミニ映画会
ミニ映画会 手作りおもちゃ 避難訓練 みんなで遊ぼう 将棋大会 ドミノで遊ぼう 手作り教室 なかよし会（？）

みんなで遊ぼう 手作り教室 オセロ大会 歯磨き講習会（小） みんなで遊ぼう ドミノ大会
お茶教室 ミニ映画会 親子ドッヂボール大会 手作り教室

親子で遊ぼう（水遊び) 一輪車大会
避難訓練      避難訓練 敬老の日のプレゼント作り 敬老の日のプレゼント作り 避難訓練 避難訓練 ちびっこ運動会 避難訓練
ミニ映画会 みんなで遊ぼう ボウリング大会 みんなで遊ぼう 卓球大会 敬老の日のプレゼント作り オセロ大会 親子誕生会
パソコンで遊ぼう 敬老の日のプレゼント作り 手作り教室（ビーズ） 親子で遊ぼう 敬老の日のプレゼント作り 五目並べ大会 敬老の日のプレゼント作り ちびっこ運動会
親子誕生会 オセロ大会 宝探し ちびっこ運動会 ちびっこ運動会 パソコンで遊ぼう フラフープ大会
敬老の日のプレゼント作り 親子誕生会 避難訓練 手芸教室 避難訓練
手作り教室 小麦粉粘土遊び チャレンジ大会

避難訓練
ちびっこ運動会 ちびっこ運動会 手作り教室（手芸・工作） 手作り教室 フラフープ大会 ちびっこ運動会 ドッヂボール大会 お月見会
手品に挑戦 みんなで遊ぼう 親子で遊ぼう（集団遊び） クッキング教室 サッカー大会 ドッヂボール大会 手作り教室 オセロ大会
パソコンで遊ぼう ミニ映画会 ドッヂボール大会 ボーリング大会 ゲーム大会 一輪車大会 みんなで遊ぼう 卓球大会
手作り教室 おやつ講習会 オセロ大会 親子クッキング 手作り教室 みんなで遊ぼう 戸外遊び
一輪車大会 手作り教室 避難訓練

親子誕生会 子育て講演会 長縄大会 風船バレー大会 クッキング教室 手作り教室 こま回し大会 手作り教室
パソコンで遊ぼう みんなで遊ぼう 手作り教室（ビーズ） 手作り教室 手作り教室 竹馬に挑戦 ホッピング大会 小麦粉粘土遊び
手芸教室 親子誕生会 クッキング教室 ドミノに挑戦 ホッピング大会 年賀状作り 手作り教室 ミニ映画会
手作り教室 手作りおもちゃ 避難訓練 親子で遊ぼう ドッヂボール大会 親子手作り（リース） 親子誕生会
クッキング教室 手作り教室 親子で遊ぼう

手芸教室

避難訓練 避難訓練 クリスマス飾り作り 手作り教室 手作り教室 クッキング教室 ちびっこクリスマス会 手作り教室
クリスマス飾り作り 親子クリスマス会 手作り教室（手芸） クリスマス飾り作り ちびっこクリスマス会 手作り教室 手作り教室 親子誕生会
親子クリスマス会 クリスマス会 ちびっこクリスマス会 ちびっこクリスマス会 クリスマス会 ちびっこクリスマス会 クリスマス会 クリスマス会
クリスマス会 クリスマス飾り作り クリスマス会 クリスマス会 クッキング教室 クリスマス会 避難訓練 ちびっこクリスマス会
クッキング教室 クッキング教室 避難訓練 ミニ映画会 キックベース大会 ミニ映画会 クッキング教室 クッキング教室
手作り教室・ミニ映画会 手作り教室 チャレンジ大会 避難訓練 避難訓練 ミニ映画会
パソコンで遊ぼう ミニ映画会 避難訓練 避難訓練
お正月遊び お茶教室 みんなで遊ぼう 　　　　　　　　　みんなで遊ぼう 手作り教室 手作り教室 みんなで遊ぼう こま回し大会
手作り教室 お正月遊び 手作り教室（ビーズ・工作） 綱引き大会 カルタ取り大会 カルタ取り大会 カルタ取り大会 羽根つき大会
パソコンで遊ぼう 親子で遊ぼう 避難訓練 オセロ大会 はねつき大会 百人一首大会 百人一首大会 カルタ取り大会
親子誕生会 親子誕生会 手芸教室 凧で遊ぼう ミニ映画会 手作り教室（おもちゃ作り）

みんなで遊ぼう 親子で遊ぼう 親子で遊ぼう ドミノで遊ぼう 親子誕生会
ちびっこ豆まき会

豆まき 豆まき オセロ大会 クッキング教室 クッキング教室 豆まき クッキング教室 豆まき
クッキング教室 オセロ大会 手作り教室（手芸） みんなで遊ぼう 豆まき　　 オセロ大会 オセロ大会 スライドを見よう
パソコンで遊ぼう お店屋さんごっこ クッキング教室 陶芸教室③ オセロ大会 手作り教室 手作り教室 サーキット遊び
おやつ講習会 ミニ映画会 親子で遊ぼう（リズム遊び） 手作り教室 手作り教室 クッキング教室 けん玉大会 手作り教室
手作り教室 手作り教室 避難訓練 親子クッキング ゲーム大会 パソコンであそぼう

親子で遊ぼう　

ちびっこひな祭り会 ちびっこひな祭り会 ちびっこひな祭り会 ちびっこひな祭り会 ちびっこひな祭り会 ちびっこひな祭り会 ちびっこひな祭り会 ちびっこひな祭り会
親子誕生会 親子誕生会 みんなで遊ぼう 一輪車大会 みんなで遊ぼう みんなで遊ぼう 卓球大会 みんなで遊ぼう
手芸教室・手作り教室 みんなで遊ぼう 手作り教室（工作） 手作り教室 手作り教室 手作り教室 手作り教室 親子誕生会
ミニ映画会 手作り教室 避難訓練 ミニ映画会 将棋大会 将棋大会 将棋大会 クッキング教室
パソコンで遊ぼう クッキング教室 親子で遊ぼう 卓球大会 卓球大会 チャレンジ大会 ミニ映画会
避難訓練 チャレンジ大会 サッカー大会　

一輪車大会
※　毎月「清須市児童館だより」を発行。各小学校へ掲示依頼。
※　毎月各館児童館だより、児童センターだよりを発行。小学校４年生まで個別配布。５・６年生は教室に掲示依頼。

未就園児クラブ 未就園児クラブ 未就園児クラブ 未就園児クラブ 未就園児クラブ 未就園児クラブ 未就園児クラブ 未就園児クラブ
汽車ぽっぽ コアラ　 カンガルー 親子あそびパンダ すくすくクラブ とことこクラブ ひよっこクラブ ワンツースリークラブ
   火・金曜日　　　　１０：３０～ 　　火･木曜日　　　１０：３０～ 　火曜日　　　　 　１０：３０～    月・水・曜日　 １１：００～ 　水曜日　　　　　　１０：３０～ 　第１・３水曜日　１０：３０～   火曜日 　　　　　  １０：３０～   金曜日 　　　　　　１０：３０～

親子ふれあいぴよぴよ 親子ふれあいぴよぴよ
　　第２・４金曜日　１１：００～    第２・４金曜日　 １０：００～

※４月･長期学校休業日はお休み ※４月･長期学校休業日はお休み※４月･長期学校休業日はお休み ※４月･長期学校休業日はお休み ※４月･長期学校休業日はお休み※４月･長期学校休業日はお休み ※４月･長期学校休業日はお休み※４月･長期学校休業日はお休み

小学生クラブ 小学生クラブ 小学生クラブ 小学生クラブ 小学生クラブ 小学生クラブ 小学生クラブ 小学生クラブ
トライ 将棋 将棋 卓球 卓球 手芸 百人一首 折紙クラブ
　第１・３木曜日 　　１５：４５～ 　　第１・３金曜日　１５：４５～    月曜日　　　　 　１６：００～ 　第１・３木曜日　　１５：４５～ 　第１火曜日　　　  １５：４５～ 　第２火曜日　　　１５：４５～   第２・４月曜日　　１５：４５～　　第２火曜日　　　　１６：００～

一輪車 チェス 将棋 将棋 ハンドベル 卓球 あそびクラブ
　　第２・４金曜日　１５：４５～    第１・３水曜日　 １６：００～ 　第２・４水曜日　　１５：４５～ 　第２・４火曜日     １５：４５～ 　第３月曜日　　　１５：４５～ 　第２・４金曜日　　１５：４５～ 　第３水曜日　　　　１６：００～

折り紙 一輪車 一輪車 将棋 将棋 ハンドベルクラブ
   第１・３金曜日 　１６：００～ 　月曜日　        　  １５：４５～   第２・４金曜日　   １５：４５～ 　毎週木曜日　　 １５：４５～   第１・３水曜日　　１５：４５～ 　第４木曜日　　　　１６：００～

折り紙 サッカー 百人一首 将棋
　第１・３金曜日　　１５：４５～　　　第１･３金曜日　　 １５：４５～ 　第２・４金曜日　 １５：４５～ 　第２・４金曜日　 　１６：００～

折り紙
　第１月曜日　　　１５：４５～

卓球
※４月･長期学校休業日はお休み ※４月･長期学校休業日はお休み※４月･長期学校休業日はお休み ※４月･長期学校休業日はお休み ※４月･長期学校休業日はお休み　第１・３金曜日　 １５：４５～ ※４月･長期学校休業日はお休み※４月･長期学校休業日はお休み

※４月･長期学校休業日はお休み

母親クラブ 母親クラブ 母親クラブ 母親クラブ 母親クラブ 母親クラブ 母親クラブ 母親クラブ
絵本の部屋（絵本読み聞かせ）びわっこ（絵本読み聞かせ） ととけっこ（絵本読み聞かせ） お話の部屋（絵本読み聞かせ） 絵本読み聞かせ おにぎり会 かみしばいやさん お話の部屋（絵本読み聞かせ）
　第１水曜日　　　　１０：１５～ 　水曜日　　１５：４５～ 　第１・３水曜日 　１１：００～（未） 　第２木曜日　　 　 １５：３０～ 　第４木曜日　　  　１５：４５～ 　第２・４水曜日　 １０：３０～ 　第２木曜日　　　 １５：３０～ 　月１回木曜日　　 １６：００～

ひよっこ（絵本読み聞かせ） 　第３木曜日　     １６：００～（小） お話の部屋（絵本読み聞かせ） 星の子（絵本読み聞かせ）
　金曜日　　１０：４５～ 　第２・４火曜日　　 １１：００～ 　第２･４金曜日　 １０：３０～

　定員　　　　４０　　　　名 定員　　　　４０　　　　名 定員　   　１００　　 名 定員　　　６０      名 定員　　　８０      名 定員　　　３０　　　　名 定員　　　　３０　　　　名 定員　　　　４０　　　　名

ク
ラ
ブ

月

4

※　開設時間 　  　  平日　　　　　　 下校後から午後７時まで　　(延長利用時間　　午後６時から７時まで)　　　
　　　　　　　　　　　　  学校休業日　　午前７時３０分から午後７時まで　　(早朝利用時間午前７時３０分から８時３０分・延長利用時間午後６時から７時まで）

放
課
後
児
童

3

その他

                            人　　　形　　　劇　　　公　　　演　　(於：新川体育館）

人形劇公演（未就園児対象　　於：星の宮児童センター）

                            人　　　形　　　劇　　　公　　　演　　(於：           ）

平　　成　２３　年  度　　　児　童　館　活　動　計　画  ( 案 ）                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料　8

ク
 
 
ラ
 
 
ブ

第　　５　　回　　　　　　　　　児　　　童　　　館　　　ま　　　つ　　　り　（於：新川体育館）

10

11

12

6

9

1

2

※　開設日　  　　　　月曜日から土曜日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　対象者　　　　　　家庭において保護者の仕事など昼間留守になる小学１年生から３年生までの児童

5

7

8

                            人　　　形　　　劇　　　公　　　演　　(於：にしび創造センター）



１年生 ２年生 ３年生 計
午前7:30～
午前8:30

午後6:00～
午後7:00

西枇杷島児童館 なかよしクラブ 40 25 20 18 63 33 11 5

小田井児童館 あそびクラブ 40 10 18 6 34 20 7 4

げんきっ子クラブ 60 37 28 31 96 48 30 0

にこにこクラブ 40 29 14 0 43 25 22 38

東げんきっ子クラブ 30 26 0 3 29 19 5 3

東にこにこクラブ 30 0 12 12 24 14 8 4

新川児童クラブ 50 29 27 0 56 35 21 11

わんぱくクラブ 30 0 10 15 25 15 3 3

星の宮児童センター 星の宮児童クラブ 30 14 22 10 46 26 8 13

桃栄児童館 桃栄児童クラブ 30 23 23 16 60 33 16 9

春日児童館 春日児童クラブ 40 14 12 6 32 18 9 18

420 207 186 117 508 286 140 108

１年生 ２年生 ３年生 計
午前7:30～
午前8:30

午後6:00～
午後7:00

西枇杷島児童館 なかよしクラブ 40 17 12 4 33 － 16 4

小田井児童館 あそびクラブ 40 11 12 11 34 － 4 2

げんきっ子クラブ 60 25 21 28 74 － 24 4

にこにこクラブ 40 25 27 0 52 － 31 25

東げんきっ子クラブ 30 19 0 11 30 － 7 8

東にこにこクラブ 30 0 29 0 29 － 7 4

新川児童クラブ 50 27 0 33 60 － 24 21

わんぱくクラブ 30 0 23 0 23 － 10 5

星の宮児童センター 星の宮児童クラブ 30 21 9 13 43 － 7 8

桃栄児童館 桃栄児童クラブ 30 28 16 13 57 － 23 10

春日児童館 春日児童クラブ 40 16 16 11 43 － 30 21

420 189 165 124 478 － 183 112計

延長利用登録者数

平均利用数

平成２３年度放課後児童クラブ利用申込状況　　　　　　　　（平成23年2月14日現在）

備　考施設名称 クラブ名 定員

登録者数

清洲児童館

清洲児童センター

新川児童館

備　考

清洲児童センター

新川児童館

計

平成２２年度放課後児童クラブ利用状況　　　　　　　　（平成22年4月１日現在）

登録者数 延長利用登録者数

清洲児童館

平均利用数クラブ名 定員施設名称


