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古いものを新しく︕昔あそびに挑戦
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草加市立氷川児童センター
開館日　年末年始を除く毎日
開館時間　10:00－18:00
※ 小学生は夕焼けチャイムまで
※ 『おもちゃばこ』は 17:00 まで

草加市氷川町 934-5
Tel   928-2341（おかけ間違いにご注意ください）
http://www.hikawa-jidou.jp　
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子育てコーディネーターによる
子育て相談会　10:00 ～ 12:00

タコ焼き
カフェ

　氷川児童センターでは、家族同士の交流を目的
とした催しをたくさん行っています。野外クッ
キングもその１つで、屋外での料理を楽しみな
がら、子育てを一緒に楽しむ仲間づくりができ
たらと考えています。
　今回のテーマは芋煮会です。芋煮会は家族や
職場の人、知り合いなどが集まり、サトイモや
お肉を煮込んだ鍋をみんなで食べる地域行事で、
東北地方で盛んに行われています。基本的には
親睦を深める野外活動のため、最近では地域の
町おこしなどに用いられることもあります。今
回の芋煮会でも、集まった家族みんなで調理か
ら始め、鍋を囲みます。
　寒い季節にみんなで芋煮を作って体を温める
だけでなく、地域に住む家族と顔を会わせ交流
を楽しむ機会にしてみませんか︖

野外クッキング「芋煮会」
日時︓1 月 19 日（日） 10:30 ～ 13:00
対象︓幼児・小学生以上と保護者
定員︓10 家族
参加費︓1 人 300 円

みなクル工房

ヒップホップ
ダンス体験

12 月 29 日～1 月 3 日は
お休みします。

【夕焼けチャイム】   2 月まで 16:30 です。

　氷川児童センターでは、毎年お正月に昔あそびを
取り上げています。昔あそびはカルタやおはじき、
おにごっこや花いちもんめなど、世代を超えて子ど
もたちに親しまれてきたあそびのことで、数も種類
も豊富で多彩です。一昔前までは、異年齢の子ども
たちが共に遊ぶ中で、次の世代へと自然にあそびが
受け継がれていきました。しかし、空き地がなくなり、
公園ですら木に覆われて閉鎖的で危険といわれるよ
うになってきた昨今、ゲームの進化や携帯電話の普
及も併せて、子どもがあそぶ機会は減ってきていま
す。そんな子ども同士あそびを伝えていくことが難
しい現代だからこそ、子どもの真の能力である自由
な発想や子ども同士教えあったり試行錯誤する力を
発揮できる場として、昔あそびが必要なのではない
でしょうか。

　新年に行なう「独楽大戦」では、新しいコマの遊び
方に挑戦します。コマをマス目に投げ入れて列を作る
コマビンゴや、回転するコマを引っ張りながら道を進
むコマ迷路など、いろいろなゲームとコマを掛け合わ
せることで現代風の楽しみ方を見つけられないかと考
えています。そして、子どもたちのアイデアを取り入
れながら、長く回すことだけではない自分たちなりの
新しい楽しみ方を生み出していけたら、よりおもしろ
くワクワクするのではないでしょうか。
幅広い世代が一緒になって遊ぶ機会はお正月ならでは
と言えるでしょう。大人も子どももみんなで昔あそび
を楽しんでみませんか︖

【１月】　対象︓幼児（保護者同伴）・小学生以上

4 日（土）　凧づくり　13:30 ～ 15:30
5 日（日）　独楽大戦　①14:00　②15:00
6 日（月）　羽根つき大戦  ①14:00　②15:00

独楽大戦凧づくり

くるくるリサイクル
赤ちゃんスキンケア

手芸スポーツ
＆レク

絵本読み聞かせ
11:15 ～ 11:30

七輪タイム

1 月のおもちゃ病院はお休みです。
2 月は 6 日（木）13:30 -15:00 に開催します。

羽根つき大戦

野外クッキング「芋煮会」

 「バドミントン」  対象︓小学生以上
 ①13:30  ②15:00 

「リリアン」
13:30 ～ 16:00



※ 草加市立氷川児童センターは、指定管理者制度により公益財団法人児童育成協会が運営管理しています。

【12・1 月】日替りプログラム ★印以外は、幼児も参加
できます（保護者同伴）

1 月の「ヒップホップダンス体験」は 12 月 25 日から受付、それ以外の定員のあるものについては、1 月７日から受付ます。
いずれも受付開始日は児童センターで直接受付、翌日からは電話でも受付ます。（先着順）

牢屋のバンディドを
逃さないように、
全員で協力して
通路をふさぐゲームを
体験しよう。

児童センターには遊びの種がいっぱい。
さまざまな遊びにチャレンジしてみよう。

ドキドキ☆ワクワク体験︕

小学生 中・高生

【1・２月】
スペシャル
プログラム

 「タコ焼きカフェ」
1 月 19 日（日）、2 月 16 日（日）　17:00 ～ 18:00
対象︓中高生世代　　定員︓15 人
タコ焼きを焼きながら、日常の生活などについて、みんなでしゃべろう︕中・高生

★ ヒップホップダンス体験
18 日（土） 
13:00 ～ 14:30
対象︓小学生・中学生
定員︓15 人
講師︓jiMiNy (studio3)

★ アナログゲーム 
 「バンディド」 
12 日（日）  
①13:30  ②15:00

七輪タイム
13 日（月・祝） 
14:00 ～ 15:30

みんなで
火を起こして
のんびりと温まろう。
持ってきたおやつを
焼くこともできます。

からくりオモチャの
仕組みを使って、
干支のネズミが回る
オモチャを作ります。

2 月の日替わりプログラム　対象︓小学生以上
ひと足早く︕

★スポーツ＆レク
  「バドミントン」
25 日（土） 
①13:30  ②15:00

みんなに人気の
バドミントン。
練習をした後に
ゲームをするよ。

手芸 「リリアン」
26 日（日） 
13:30 ～ 16:00

リリアンで
毛糸を編んで
マスコットを
つくろう。

12 月 25 日（水）子ども歳時記  「スノードーム」  13:30 ～ 16:00

27 日（金） 餅つき体験  13:30 ～ 14:30
28 日（土） ★ みんなで大掃除  15:00 ～ 16:20　対象︓小学生以上　定員︓30 人

1 月

音楽を楽しみながら
体を動かしてみよう。
初心者大歓迎︕

大掃除の後は、
レクリエーション
タイムもあるよ。
お楽しみに︕

「マシュマロチョコ」
11日（火・祝）
① 13:30　② 15:00
各回定員︓10 人

マシュマロを
チョコレートで
コーティングして、
チョコ菓子をつくろう。
自分で食べてもよし、
プレゼントしてもよし︕

なんでもフードラボ
 「おかし DE ふりかけ」
24 日（月・振） 
11:00 ～ 13:00
定員︓10 人
持ち物︓お菓子

身近なお菓子をくだいて、
ふりかけをつくり、
ご飯にかけて試食しよう。

ヒップホップダンス　
体験
8 日（土）13:00 ～ 14:30
対象︓小学生・中学生
定員︓15 人
講師︓jiMiNy (studio3)
音楽を楽しみながら
体を動かしてみよう。
初心者大歓迎︕

ワークわくランチ 
「五目寿司」

16 日（日） 10:30 ～
13:00
定員︓10 人
持ち物︓お米 1 合

ひなまつりに向け、
五目寿司をつくって
みんなで食べよう。

みなクル工房
 「くるくるネズミ」
11 日（土） 
13:30 ～ 16:00


