
１）乳幼児期
実施状況（事業回数、実施回数、延べ参加人数）

事業数 実施回数

１事業 17回

2事業 9回

１事業 3回おはなしサラダさん

12事業 12回 204人

1,057人

19事業

おいで おいで赤ちゃん（０歳児親子対象） 62人

こいのぼり作り　おはなしぴよちゃん　マラカスで遊ぼう　高山へハイキン
グ　スカーフで遊ぼう　スタンプ遊び　バルーン遊び　げんきキッズ(運動
遊び)　新聞紙で遊ぼう　リトミックで遊ぼう　タオルで遊ぼう　作って遊ぼ
う　ハロウィンパーティ　スクラップブックつくり　サンタさんのバッグを作
ろう　チラシであそぼう　おひなさま作り　メモリアルカードを作ろう　段
ボールで遊ぼう

75人

三ツ森児童館 平成29年度　事業実績報告書

36人

はじめましての会  ベビーマッサージ 　クッキング教室　たなばた飾り作
り　水あそび　楽器で遊ぼう　おまつりごっこ　運動会ごっこ　クリスマス
会　お正月遊び豆まきごっこ　入園お祝いパーティ

年間行事計画

事業計画書　　健全育成に係る事業

地域子育て応援事業

5回

平成29年度新潟市初めての子育て支援事業ＢＰ講座
第10回北区ふゆっこまつり

ママのリフレッシュ事業
ベビーヨガ　ピザdeランチ　大江山公園で遊ぼう　ミニおやつつくり「さつ
まいもクッキー」　パステルアート

5事業

遊びを通して主体性を伸ばし自分を大切にし、人への信頼感が持てる子どもを育み子育て環境の充実を目指す

親子延べ参加人数

26回

継続事業

380人

総合計 40事業 72回 1,814人



2）小・中・高校生期
実施状況（事業回数、実施回数、延べ参加人数）
年間行事計画 事業数 実施回数

入学進級おめでとう会(交通安全指導)　映写会　笹団子作り　七夕ミニ
運動会(七夕おたのしみ会)　児童館まつり　伝統行事に親しむ（お月見
会）　館外活動(さえずりの里＆新潟県少年自然の家にいこう！・森であ
そぼう！・新潟県立自然科学館へいこう！・りんごがりにいこう！・いきも
のだいすき遠足・とよさか☆たんけん)　親子でクッキング(親子料理教
室) クリスマス会(みんなが主役 発表会・ランチパーティ・小学生のリト

12事業 24回

ビッグこいのぼり作り　かんたん工作「ジャンプロケット｣　高森散歩
新聞紙たこ作り　高山清掃　高山であそぼうデー！　野菜苗植え
大学生とあそぼう　高学年クッキング(切り株ケーキ・シフォンケーキ)　岡
方ウォーキング＆たき火クッキング　七夕飾りウィーク　児童館まつりス
タッフ会議　ダイナミックえのぐ　サロンとの交流会　夏の交通安全・防犯
教室
夏のひんやりデザート作り　親子陶芸教室　水あそび＆すいかわり　か
きごおり　ギター教室　大掃除　夏休み大学生とあそぼう　オセロ・ザ・
カップ　ダンスタイム　人形劇「そっくりのくりのき」　お招き会　アイロン
ビーズ工作　秋のはっぴーコンサート　ハロウィン☆デー(たからさがし
ゲーム・仮装大会)　お茶会　親子木工教室(無垢の木のフリーラック)　あ
べちゃんとオリエンテーリング＆たき火クッキング　やきいもパーティ　パ
ステルアートでカードを作ろう！　あべちゃんとあそぼう　チューリップの
球根植え　おりがみでクリスマスツリー　大学生とクリスマス会　お正月
あそびをたのしもう　パステルアートでカード作り　わくわくタイム　冬の高
山であそぼう！　さわやかニュースポーツ　バレンタインチョコ　三ツ森オ
リンピック　逃走中ごっこ　羊毛フェルトのケーキストラップ　おやつクッキ
ング　羊毛フェルトのどうぶつストラップ　春きらきらコンサート　スプリン
グランチ会
地域での発表（樽太鼓）……豊栄大民謡流し　岡方むら祭り　豊栄大民
謡祭り　公民館まつり　高森芸能祭り

56事業 1,393人

事業計画書　　健全育成に係る事業

100回

延べ参加人数

624人

1事業 4回
継続事業

2事業 13回避難訓練　防犯訓練 183人

252人

料理クラブ　工作・手芸クラブ　樽太鼓練習　おはなしの部屋　一輪車検
定　岡一小学校出前講座　三ツ森卓球クラブ

第10回北区ふゆっこまつり

地域子育て応援事業

総合計 78事業 293回

7事業

3,771人

152回 1,319人



１児童の発達段階に応じた行事やプログラム

１）乳幼児期　　

年間行事計画 事業回数実施回数
ようこそセンターへ
リトミック
子育て講座
夏まつり
しゃぼん玉遊び
楽器であそぼう 12 12 303
運動会ごっこ
ランチ会
クリスマス会
お正月遊び
豆まきごっこ
お祝い会
事業計画書　　健全育成に係る事業

21 44 290

いちごカフェ 1 39 248
ふゆっこまつり 1 1 955
ＢＰプログラム 1 4 44
継続事業
おはなしなにかな？・身体測定・誕生会 3 30 215

早通児童センター 29年度　事業実績報告書

延べ参加人数
実施状況（事業回数、実施回数、延べ参加人数）

ボールプール遊び、かんてん粘土で遊ぼう、フープ遊び、外遊び、制作、
テープ遊び、シーツ遊び、子育て講座「先輩ママに聞こう」、新聞紙遊び、ふ
わふわ布で遊ぼう、七夕の会、ペーパー芯タワー遊び、タオル遊び、包み
の中身はなあに？、まつぼっくりで釣りをしよう、ゆたぴー先生と遊ぼう(早
通南支援センターとの共催事業)、ぐらぐらバランスかめさん、宝探しゲー
ム、　エプロンシアター　鬼退治　　ひなまつり会　わらべうたで遊ぼう

子育て支援事業



2）小・中・高校生期　　

年間行事計画 事業回数実施回数
新1年生を迎える会
おやつ作り（フルーツパフェ作り）
伝統の食文化を学ぶ（ちまき作り）
夏まつり（センターまつり）
館外活動（せんべい王国にいこう）
地域の方との集い（地域感謝デー） 12 12 728
ハピスカと豊栄と連携事業（キンボールで遊ぼう）
施設見学（子ども食堂へいこう）
クリスマスコンサート（早通中学校吹奏楽部）
なわとびチャレンジウィーク
節分豆まき
進級お祝いお楽しみ会
事業計画書　　健全育成に係る事業
じゃがいも植え・わんぱくタイム(トランポリン・竹馬)・お弁当デー
プラ板作り・縄跳びで遊ぼう・交通安全教室・けん玉先生と遊ぼう
野菜の苗植え・避難訓練（地震・火災・不審者）・スラックラインとカローリング
アレンジフラワー・大学生とお昼を食べよう・大学生と遊ぼう・七夕の会
七夕制作・収穫祭お弁当デー（豚汁・シチュー）・じゃがいも掘り・やきそば作り
かき氷を食べよう・マーブリング工作うちわ・大掃除・ＤＶＤを見よう
水鉄砲で遊ぼう・ドッジボール大会・祖父母へのプレゼント作り・カレーを食べよう 56 89
アイスクレープ作り・ドッジビー大会・卓球大会・いなほでリースを作ろう
さつまいも掘り・ハッピーハロウィン・フレンチトースト作り・クリスマスカード作り
クリスマスオーナメント作り・クリスマス会・お正月の生け花・体験お茶会
開運射的とお正月遊び・新春お茶会・ちょこもち作り・ハッピーバレンタイン
ひなまつり工作・ひなまつり会・オニム大会・アイロンビーズを作ろう
ミートソーススパゲティ作り・映写会・公衆電話を学ぼう・卓球クラブに挑戦
早通健康福祉会館出前講座・ふゆっこまつり

継続事業
ニコニコタイム・キッドビクス・お話のへや・一輪車検定・卓球クラブ・お弁当デー 6 194 1378

延べ参加人数
実施状況（事業回数、実施回数、延べ参加人数）

1785



１　児童の発達段階に応じた行事やプログラム

１）乳幼児期　　

事業数 実施回数

1 41

1 20

32 96

2）小・中・高校生期　　

事業数 実施回数年間行事計画

事業計画書　　健全育成に係る事業

175

322

七夕飾り作り（６回）・宝さがし・デコパージュ・ジェルキャンドル・掛け時計

延べ参加人数

14

13

17

事業計画書　　健全育成に係る事業

実施状況（事業数、実施回数、延べ参加人数）

13

おやつ作り＜毎月＞１１回　２５４人

水遊び・お月見会・運動会ごっこ・親子クッキング・クリスマス会・

紙芝居・魚釣りごっこ・大型絵本・風船遊び

22

ベビーヨガ・風鈴作り・宝さがし(２回)・ペープサート・ハロウィン撮影会・

片栗粉スライムで遊ぼう・毛布ブランコ・アスレチック・お部屋あそび・

15

づくり・小物入れ作り・グラウンドスライダー・ミニどら焼き・ミニツリー作り
23

継続事業

工作＜毎月＞１１回　１７３人

葛塚東児童館 平成29年度 事業実績報告書

どんぐりの会（乳幼児親子対象の運動あそびと保護者のリフレッシュ体操

ようこそ児童館へ・楽器であそぼう・ベビーヨガ・七夕・児童館まつり・

継続事業

延べ参加人数

67
お正月遊び(凧揚げ）・豆まきごっこ・ひな祭り会

計

こいのぼり作り・動物かるた・遊具遊び（５回）・運動あそび・

映写会(２回)・クリスマス会・もちつき・豆まき・お楽しみ会（ひな祭りランチ

実施状況（事業数、実施回数、延べ参加人数）

340
（３回）・射的大会・ありがとうの会（フラワーアレンジメント製作）

０ちゃんのお部屋(乳児親子の交流の場提供） 66

563

年間行事計画

13
児童館まつり・伝統行事に親しむ（お月見会）・おやき作り・ハロウィン・

入学進級おめでとう会・館外活動（２回）・親子クッキング・七夕・

ミニランドセル作り・しおり作り・スライム作り・パフェ作り・ドッヂビー大会・

会）

16



地域等連携・協力した事業

52 168

地域等との連携・協力

北区健康福祉課 北区ふゆっこまつり実行委員、工作ブース参加
地域組織ボランティア 卓球クラブ・緑化推進事業・児童館まつり・お化け屋敷・お茶
葛塚コミュニティセンター コミバス利用「代休日館外活動」

石田孝雄、石田敏子（書道家） 「書き初め練習会（硬筆）」指導
水戸宗哲（茶道家） お茶体験会開催
星野真樹（アソボーレニイガタ） １月、３月けん玉教室開催

三ッ森児童館 代休日館外活動、劇団すぎの子人形劇鑑賞会
齋藤祐介（葛塚東小学校理科 ８月、３月実験教室開催
小黒五稜（書道家） 「書き初め練習会（毛筆）」開催

新津美術館 代休日館外活動（藤城清治影絵展鑑賞）
弥生の丘展示館 代休日館外活動
ハピスカとよさか 代休日館外活動（三ッ森の山で忍者修行開催）、体力測定用具利用

葛塚中学校 親子パン作り教室調理室利用
パン工房ＭＥＲＲＹ’Ｚ 親子パン作り教室開催
朝日町こども会 出前講座

葛塚小学校 放課後ふれあいスクール「葛っ子」出前講座　年１１回、卒業式出席
太田小学校 教育振興会総会出席（施設紹介）
葛塚東小学校 ２年生生活科「町探検」受入れ、入学前保護者説明会出席

曽我明美（ベビーヨガインストラ ベビーヨガ開催
豊栄たんぽぽ座 「地域の方とお楽しみ会」人形劇上演
八幡クラブ（地元の老人クラブ） 「地域の方とお楽しみ会」参加、輪投げ用具の提供

豊栄高校JRC部 ７月児童館まつりボランティア
新潟医療福祉大学 ７月児童館まつりボランティア、実習生受け入れ
新潟県立大学 ７月児童館まつりボランティア、実習生受け入れ

新潟大学児童文化研究部 ４月「入学進級おめでとう会」、１２月「大学生とお楽しみ会（日
豊栄駅前交番 餅つき会ボランティア
食生活改善推進委員 料理教室開催

連携機関 実施内容
間英法（中学校教師・ＴＯSS所 ４月実験教室開催

3830

キッドフィットネス　２０回　３６８人

レッツトライ（縄跳び２回・大縄跳び４回・一輪車検定５回・輪投げ４回・

かるた＆百人一首９回・体力測定４回・こま＆けん玉１１回）１８６人

計

5

37 1886

書き初め練習会（毛筆・硬筆）・実験教室(３回）・食推とお昼作り・

流しそうめん・キャラ弁作り・地域の方とお楽しみ会（敬老会）・年末大掃除

18

93

劇を見に行こう・朝日町子供会出前講座・けん玉教室(２回）・

出前講座（１１回）・卓球クラブ（５回）

緑化推進事業(２回）・児童館まつり・お化け屋敷・お茶体験会・手芸教室

北区ふゆっこまつり工作ブース・葛塚小学校放課後ふれあいスクール

避難訓練＜毎月＞１２回　６０人

1041



事業数 実施回数

事業数 実施回数

事業数 実施回数

1 4

事業数 実施回数

54 118

ぴょんぴょんきっず

アロマストーン作り ポンポンマット作り

バレンタインカード ポンポンマスコット

クリスマスリース

クリスマス寄せ植え 染め物やってみよう！ ハッピー福々もち

ちょこっとチョコパーティ

ふぁみクラ交流会

保護者向け 親子延べ参加人数

レジン スクラップブッキング

羊毛アップリケ クリスマスオーナメント

フォトフレーム作り お月見茶会

合　　　　　　計 1,839

フラワーマグネット

香りのアートフラワー アンガーマネジメント スクラップブッキング

応急手当法講習会 アロマボール＆デコパージュ 花いっぱい寄せ植え

かざり棚作り 押し花レジン アロマ石けん

アロママッサージ フレッシュハーブティー

デコパージュ ラベンダーサシェ アロマキャンドル

春のソフトポプリ 虫よけスプレー コロコロたまご作り

手作りマグネット アロママッサージ デコパージュ

40 45 498

母の日プレゼント アロマスキンシップ ハーブの寄せ植え

プラ板キラキラオーナメント

キタクパパスクール 45

地域組織活動（豊栄じどせんふぁみりークラブ） 親子延べ参加人数

ちびっこクッキング

親子延べ参加人数

4 46 522

伊藤美智子先生わらべうたの会

夏野菜すくい（8月）

ＢＰ（9月、12月、3月）

０ちゃんデー

その他事業

ちびっこクッキング(4月） センターまつり（10月）

9 23 774

抱っこdeダンス（5月、11月） 豆まき（1月）

親子であそぼ♪（6月） バレンタインチョコ作り（2月）

そうめん流し（7月）

豊栄児童センター 平成２９年度 事業実績報告書

                                                     実  施  状  況

年間行事計画 親子延べ参加人数

1　児童の発達段階に応じた行事やプログラム

〇　乳幼児期



事業数 実施回数

事業数 実施回数

ナンとカレー作り

ムービー・わん

31 60合　　　　　　計 1,889

延べ参加人数

地域懇談会

ぶどう狩り

19 47 1,289

スライム

きっずクッキング

敬老の日プレゼント もちつき

その他事業

クリスマス音楽会

避難訓練

光晴中学校ふれあい実習

みそ作り

カレンダー作り

川あそび バレンタインお菓子作り

こどもの日工作

運営委員会 サバイバル飯炊き

簡単マシュマロポップコーン

                                                     実  施  状  況

年間行事計画 延べ参加人数

プラ板キーホルダー センターまつり

12 13 600

母の日・父の日プレゼント

〇小学生期   〇中学･高校生期

かき氷屋さん 笹だんご作り

出前講座 大きなじゃばら絵本

館外活動（11月）

お茶会 クリスマスケーキ作り

そうめん流し 豆まき



連携機関 連携内容

葛塚小学校 出前講座（学年行事）

濁川小学校 出前講座（学年行事）

南浜小学校 移動児童センター

光晴中学校 中学３年生と乳幼児のふれあい学習　（全３回）

葛塚中学校 クリスマス音楽会

豊栄児童センターまつりボランティア

クリスマス音楽会

新潟こども医療専門学校 豊栄児童センターまつりボランティア

新発田農業高等学校 豊栄児童センターまつりボランティア

新潟医療福祉大学
豊栄児童センターまつりボランティア
実習生受け入れ

新潟医療福祉カレッジ 豊栄児童センターまつりボランティア

国際こども福祉カレッジ 豊栄児童センターまつりボランティア

NPO法人　五泉トゲソの会 川あそび体験指導

ファザーリング・ジャパンにいがた キタクパパスクール　（全４回）

島見緑地でゲーム

もちつき

北区ふゆっこまつり実行委員会 北区ふゆっこまつり

未来を考える会 ママカフェ

丸山糀や みそ作り

堤ひろ子さん 笹だんご作り

抱っこdeダンス　（全２回）

クリスマス音楽会ダンス指導

佐野洋子さん お茶会

乳幼児親子対象「美智子先生のわらべうた」指導

指導者講習会

EM普及会 畑作業指導

東栄町東自治会 毎月の草取り

はな・花クラブ 緑化活動

　2　児童館と当該地域等との連携事業の考え方及び内容

〇　地域との連携・協力の工夫

豊栄高等学校

株式会社　グリーン産業

小柳沙紀さん

まあるくなあれ



＜地域組織活動＞ ・手作りマグネット　　・アロママッサージ　　・コロコロたまご作り

・デコパージュ　　・母の日プレゼント　　・応急手当法講習会

・アロマスキンシップ　　・ハーブの寄せ植え　　・わらべうた

・フラワーマグネット作り　　・香りのアートフラワー　　・アロマ石けん

・プラ板キラキラオーメント　　・デコパージュ　　・かざり棚作り

・フレッシュハーブティ　　・ラベンダーサシェ　　・押し花レジン

・アロマキャンドル　　・親子であそぼ♪　　・アロマストーン作り

・香のソルトポプリ　　・虫よけスプレー　　・フォトフレーム作り

・アロマボール&デコパージュ　　・お月見茶会　・ハッピー福々もち

・スクラップブッキング　　・クリスマスオーナメント作り

・アンガーマネジメント　　・お芋パーティ　　・羊毛アップリケ

・クリスマスリース作り　　・クリスマス寄せ植え　

・ポンポンマット作り　　・染め物やってみよう！

・アロマストーン作り　　・ちょこっとチョコパーティー　

・バレンタインカード　・ふぁみクラ交流会

・ポンポンマスコット　・レジン　・スクラップブッキング

豊栄じどせんふぁみりークラブ
（年間を通して連携・協力して事業計画を実施）


