
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容は児童館に来てからのお楽しみ！ 

<日時> 7月 14日(土)、26日(木)  

いずれも午後 2時～4時 

<対象> 幼児(保護者同伴)・小学生・中学生・高校生 

※当日自由参加・無料 

あっちゃんロードショー 

将棋ウィーク 

親子でふれあう楽しいリトミック♪ 

<日時> 7月 10日(火) 午前 10時～11時 

<対象> 未就園児と保護者 

※当日自由参加・無料 

親子でリトミック 

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆ 

<日時> 7月 20日(金) 午後 2時～3時 

<対象> 幼児(保護者同伴)・小学生 

※当日自由参加・無料 

※年中～小学生低学年向けの内容です 

 

おはなし会 

みんなでたのしく遊びましょう！ 

内容は来てからのお楽しみ☆ 

<日時> 7月 19日(木) 午後 3時 30分～4時 30分  

<対象> 小学生    ※当日自由参加・無料 

       

七夕のにむけてみんなで飾り付けをしよう☆ 

<日時> 7月 1日(日)～7日(土) 児童館開館中

<対象> 幼児(保護者同伴)・小学生・中学生・高校生 

※当日自由参加・無料 

七夕ウィーク 

名古屋学院大学のお兄さんお姉さんと遊ぼう♪ 

<日時> 7月 21日(土) 午後 2時 30分～3時 30分 

<対象> 小学生・中学生・高校生 

※当日自由参加・無料 

あっちゃんタイム 

乳幼児向けのおもちゃがたくさん登場！ 

<日時> 7月 11日(水) 午前 10時～12時 

<対象> 未就学児とその保護者

※当日自由参加・無料 

おもちゃ図書館 

おもちゃ病院 
こわれたおもちゃを修理します！ 

<日時> 7月 8日(日) 午前 10時～午後 3時 

※電子ゲーム不可 

あそびのひろば 

あっちゃんクッキング 
夏のおやつを作っておいしく食べよう☆ 

<日時> 7月 24日(火) 午後 2時～4時 

<対象> 小学生・中学生・高校生 15名 

<費用> 300円 

<申込> 7月 18日(水) 午前 10時～ 

(電話申込可・先着順) 

こども科学教室 

実験をしながら楽しく学ぼう☆ 

夏の自由研究はこれで決まり！ 

<日時> 7月 31日(火) 午後 1時 30分～3時 

<対象> 小学生 20名 

<内容> 「空気ってすごいでしょう＆工作もやるよ」 

<申込> 7月 24日(火) 午前 10時～ 

(電話申込可・先着順) 

児童館が 1日こわ～い日に大変身！ 

こわい映画、こわいおはなし会もあるよ！ 

<日時> 7月 28日(土) 午後 1時～4時 

<対象> 幼児(保護者同伴)・小学生・中学生・高校生 

※当日自由参加・無料  

※準備を一緒にしてくれるお手伝いさんも大募集！ 

 

 

 

おばけやしき 

福祉会館の方と一緒に将棋を楽しもう！ 

<日時> 7月 30日(月)～8月 3日(金) 

いずれも午後 1時 30分～3時 

<対象> 小学生・中学生・高校生  各日先着 20名 

<申込> 開催期間中の午後 1時～児童館窓口にて先着順 

 



 

 

月 火 水 木 金 土 日 

☆…会員制のクラブになります。詳しくは児童館までお問い合わせ下さい。 

○申…申込開始日 

あったか NIGHT…中高生の時間です。(中学生→午後 7 時まで/高校生→午後 8 時まで) 

休館日…2 日(月)・9 日(月)・16日(月/祝)・17 日(火)・22 日(日)・29 日(日) 

１  

 

 

 

２ ３  ４  ５ ☆幼児 ６  ７ ☆作って遊ぼう ８  

 水あそびをしよう    ☆バスケ おもちゃ病院 

       

おやすみ   あったか NIGHT    

９ 10   11  12 ☆幼児 13  14 ☆将棋 15   

 親子でリトミック おもちゃ図書館     

     あっちゃんロードショー  

おやすみ   あったか NIGHT    

16 17  18 19  20  21  22  

  ○申クッキング     

   あそびのひろば おはなし会 あっちゃんタイム  

おやすみ おやすみ  あったか NIGHT   おやすみ 

23 

 

30 

  

24 ○申科学教室 

クッキング 

 

31 

25 26  27 28 29 

   ○申クライミング  

 あっちゃんロードショー   おばけやしき  

 あったか NIGHT   おやすみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市熱田児童館(地域子育て支援拠点) 
〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目 10 番 10 号 

電 話：052-659-6307  F A X：052-651-7251 

開館時間：午前 8 時 45 分～午後 5 時 

(木曜日のみ 中学生…午後 7時、高校生など…午後 8 時まで) 

ホームページ： http://atsutajidoukan.web.fc2.com/ 

交 通：地下鉄 名港線「六番町」②出口より東へ徒歩 10 分 

市バス 幹神宮２系統（神宮東門～権野）「二番町」より徒歩８分 

※駐車場が少ないので、公共交通機関でお越しください。 

※熱田児童館は、熱田区社会福祉協議会が指定管理者として運営を行っています。 

7 月の予定 

あっちゃん 

七夕ウィーク 

将棋ウィーク 

科学教室 

クライミングチャレンジ 

専門指導員の指導のもと人工壁登りに挑戦！ 

<日時> 8月 4日(土) 午前 10時～11時 45分 

<対象> 幼児(110㎝以上) 

小学生・中学生・高校生 15名 

<申込> 7月 28日(土) 午前 10時～ 

(電話申込可・先着順) ※小学 3年生以下は保護者同伴 

あったか NIGHT 

中高生の時間です！たくさん遊べるよ♪ 

<日時> 毎週木曜日 午後 5時～8時 

    ・中学生は午後 7時まで 

    ・高校生は午後 8時まで 

<対象> 中学生～18歳未満 


