
日時：８月 28 日（水）
対象：小学生以上　　　
定員：３０名程度
申込み：8 月 9 日（金）10:00 ～

2019せんぞく
じどうかん8がつ 台東区社会福祉事業団　児童館の基本理念

はぐくもう　豊かな心！　育てよう　生きる力！

～元気な台東区で育てたい　育ちたい～

台東区社会福祉事業団のホームページ
http://taitoswc.org千束児童館は下町台東の美しい心づくりの一環として「あいさつ運動」に参加し推進しています。

開館時間

月～土曜日

午前 9:30 ～

　午後 6:00

図書室を開放
しています

午前 9:30 ～

　午後 6:00

日曜開放

ランチタイム

 お弁当を持ってくると

 館内で食べられます

午前 12:00 ～ 1:00

休館日

第二日曜日

国民の祝日

 年末年始

対象者

18 歳までの
児童と保護者
幼児は保護者の

付き添いが必要です

tel  ：03(3874)1714

〒111-0031

台東区千束 3-20-6

fax：03(3874)1716
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じどうかんマップ

～昨年度の「じどうかんまつり」のようす～

かんんどじじ うう
か まつつりりど ま

日時 ： ８月２４日 （土） 午後１:３０～５:００

参加チケット ： １人２００円

対象 ： 幼児親子～　 定員 ： ３００名程度

申込み ： ８月１日 （木） 10:00 ～
＊小学生未満のお子さんは、保護者同伴での参加をお願いいたします。

さんか　　　　　　　　　　　　　　　 ひとり                          えん

たいしょう　　　　　 よ う じ お や こ                             ていいん                                  めい 　　ていど

もうしこ　　　　　　　　　　がつ　　　 にち　　　  もく

各 お 店　 　　1:30 ～ 3:45

盆 踊 り  　　　4:00 ～ 4:20

おたのしみ会 4:20 ～ 4:50

お祭り

内容

まつ

ないよう

ぼん　　  おど

かい

じどうかんまつりを一緒に盛り上げてくれるこどもスタッフを募集しています。おまつり本番は店員さんになったり、

お客さんとしてもおまつりを楽しむことができます。

こどもスタッフをやりたいお友達は、児童館に貼ってある【こどもスタッフ募集ポスター】をみてね。

4:00 ～

こどもスタッフ大募集！こどもスタッフ大募集！
だいぼしゅうだいぼしゅう

おたのしみかい

ほか

4:00 ～

夏休みは児童館でこんなこともできますよ！夏休みは児童館でこんなこともできますよ！
夏休み小学生学習応援企画なつやす　　 しょうがくせいがくしゅうおうえんきかく

なつやす　　 しょうがくせいがくしゅうおうえんきかく

詳しい実施日などは、

児童館内にあるポスターをみてね♪

くわ　　　 　じっしび         

じどうかんない

実施期間中、夏休みの宿題などを持ってきたら、集会室で集中して勉強ができます。柏葉中学校の生徒さんによる

学習応援ボランティアも予定しています。

はくようちゅうがっこう　せいと じっしきかんちゅう　    なつやす　　　しゅくだい　　　　　 も　　　　　　　　　　　  しゅうかいしつ  しゅうちゅう　　　べんきょう 

時間：4：15 ～ 6：００　　　場所：集会室  　持ち物：勉強道具
じかん　　　　   　　　　　 　　　　　　　　　   　　　           ばしょ　   しゅうかいしつ　　　  も　　  もの　　 べんきょうどうぐ

実施日：8 月 1 日～ 31 日の期間（12 日を除く）月、火、金曜日
じっしび　　　　　 がつ　　  にち　　　　　　にち　　　きかん　　                        のぞ              げつ　　  か          きんようび

「今年の夏は児童館で宿題を終わらせよう」「今年の夏は児童館で宿題を終わらせよう」
ことし　   なつ　    じどうかん　   しゅくだい　  おことし　   なつ　    じどうかん　   しゅくだい　  お

わからない問題があるけど
誰に聞いたらいいだろう？

まいしゅうすいようび

高校生や大学生のボランティアが

教えてくれます。

こうこうせい　　　　だいがくせい

おし

毎週水曜日
4:00 ～ 6:00

※ボランティアさんは都合によりお休みの場合があります
つごう やす　　 ばあい

スタディたいム !スタディたいム !

裏面にも楽しい

お知らせが沢山あるよ！

もうしこみがひつような行事

～じどうかんでチラシをもらって、かならず本人がもうしこんでね！～
ほんにん

ぎょうじ

ちょっぴりなつやすなつやす

「夏休みボランティア」「夏休みボランティア」「夏休みボランティア」

日時：8 月１日（木）､8 日（木）３:３0 ～４:３0
にちじ　　　    がつ      にち   　もく   　　　にち  　 もく

（集合 ３:15 / 解散 ４:45 予定）

対象：小学 3 年生以上　／　定員：各日１０名　
参加費：無 料　／　申込み：受付中

ていいん　　     かくび　　　　   　　めいたいしょう　 　 しょうがく            ねんせいいじょう

さんかひ　　　   　むりょう もうしこ　　　　　　うけつけちゅう

日時：8 月 13 日（火）　2：15 ～ 2：45

千束保育園や老人ホームに行って、自分のできること、やってみたいことをボランティアとして体験してみませんか？
せんぞくほいくえん ろうじん じぶん たいけん

千束保育園
せんぞくほいくえん

( 集合 2:00 / 解散 3:00 予定）
にちじ がつ にち か
特別養護老人ホーム千束

とくべつ         ようご         ろうじん せんぞく

※詳しくは館内にあるチラシをご覧ください。

にちじ　　　　　　  がつ　　　　　  にち　　   すい

＊定員数を超えた場合、キャンセル待ちとなります。
　ていんすう　　　　こ　　　　　　ばあい　　　　　　　　　　　　　　　 ま

日時： 8 月   7 日（水）　
　　　　　　　11：00 ～ 1：00
対象：小学生以上
定員：20 名  参加費：100 円
申込み：8 月 1 日（木）２:00 ～

たいしょう　　　　  しょう　がく　 せい　　いじょう

ていいん　　　　　　　　　　　 めい　　　　さん　　か　　  ひ                                        えん　　

もうしこ　　　　　　　　　　　  　がつ　　　　　にち　　　　     もく

あそびたいム！あそびたいム！

＊１人で申込むことも、チーム（3 人）を組んで申込むこともできるよ！

（1 チーム 3 人で対決するよ♪）

にちじ　　　　　 　　 がつ　　　　 　  にち　　　  すい

たいしょう　　　　 しょうがくせいいじょう

ていいん　　　　　　　 　　 めい　 ていど
にん　 たいけつ

ひとり         もうこ　　　　　　　　　　　　　　　                    　にん                く               もうこ

もうしこ　　　　　　　  　　がつ　 　　  か　　　　　きん　

前回大人気だったストリートラグビー大会！いよいよ２回目の大会開催！

室内でかんたんにできるストリートラグビー、さぁ大会に参加しよう！
　　　　　　　　　　  

ぜんかいだいにんき　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       たいかい　　　　　　　             にかいめ　      たいかいかいさい

しつない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　たいかい　    さんか

3：30 ～ 5：00　

「第 2 回ストリートラグビー大会！」

うらめん　　　たの　   

し　　　　　 　たくさん   

　くわ　　　　　　   かんない　          　　　　　　　　　　　　　らん

「やきそば」「やきそば」

ひる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た

おいしいお昼ごはんをみんなでつくって食べよう！

かく　　　　　　 　　　 みせ

　　いっしょ　 も　　　あ　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼしゅう　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　ほんばん　　てんいん

ともだち　　　　 じどうかん　　　は　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　ぼしゅう

夏休みも児童館は楽しいことがいっぱい！児童館は楽しいことがいっぱい！夏休みも

おばけやしき

あそびのおみせ たべもののおみせ

ぼんおどりこうさくのおみせ

きゃく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たの

夏休み小学生学習応援企画

夏休み中に宿題が
おわらないかも

がくしゅうおうえん　　　　　　　　　　　　よてい

みんなが主役のおまつりだよ！
みんなが主役のおまつりだよ！

しゅやくしゅやく

もぐもぐクッキングもぐもぐクッキング

真夏に燃えろ！
まなつ　　　もまなつ　　　も

「第 2 回ストリートラグビー大会！」
真夏に燃えろ！

前回大会の様子 ウラ面へ GO ！

こどもスタッフＴシャツ

夏休み特別版 !! お昼ごはん応援企画夏休み特別版 !! お昼ごはん応援企画
　なつやす　　　　とくばつばん　　　　　ひる　　　　　　　　 おうえんきかく　なつやす　　　　とくばつばん　　　　　ひる　　　　　　　　 おうえんきかく

☆じどうかんまつりの情報は随時ホームページで更新していきます、 要チェック！
じょうほう　ずいじ　　　　　　　　　　　　　   こうしん                      　　　　 よ う 


