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児童館では「スポーツ保険」の加入を

お勧めしています。

館内での活動中、または館外での行事のケガや

事故にも適用されます。

（台東区の全児童館で適用されます。）

かけ金は８00 円で、加入は任意で行っています

ので、必要な方はお申込みください。

★スポーツ保険の資料は児童館にありますので、

　　必要な方はお申し出ください。

適用期間：2019 年 8 月 15 日～ 2020 年 3 月 31 日

掛　　金：小中学生 1 人 800 円

８月の申込み

　  8 月 14 日 ( 水 )〆切　⇒　8 月 15 日 ( 木 ) から適用

〈スポーツ保険について〉

 今戸児童館
今戸１－３－６

☎3876 ‐ １656

 台東児童館
台東１－11－５
☎3832 ‐ 8493

中高生タイム実施館

中高生タイム
中学生・高校生対象事業

中高生専用の時間です。
月曜日～金曜日　午後 6 時～ 7 時

※専用の登録が必要です。
　詳しくは、中高生タイム案内をご覧ください。

※児童館では活動の記録として、写真・動画の撮影をすることがあります。児童館活動の紹介・掲示・報告書などに写真を使用させていただくこともあります。

　不都合な場合は、お手数ですが児童館までお知らせください。

６月２3 日（日）
がつ　　　    にち 　    にち

台東区社会福祉事業団ＨＰにも掲載されています。ぜひご覧ください

　　　　　 

　3 年ぶりに青空の下、東盛公園にて下町こども工房をおこなうことができました。また、当日は 50 名の

ボランティアスタッフにご協力頂き大盛況に終えることができました。民生委員・児童委員、

主任児童委員、　東泉小地区コミュニティ委員会、青少年委員、東泉小学校、東泉小学校 PTA、

千束小学校 PTA、　東浅草小学校 PTA、千束こどもクラブ父母会の皆様、ありがとうございました。

巨大コリントコーナー

みんなで作ったコリントをつなげて迫力満点の

巨大コリントが出来上がりました！

木の実や木の枝、手芸材料など

色々な素材を使って作りました。

カスタネットやフォトフレームなど

素敵な作品ができあがりました！

自然素材コーナー

実施日
6 月の報告

　

児童館千束

青空の下で１日ゆったりものづくり青空の下で１日ゆったりものづくり
～木工作・自然素材工作・ペイント～～木工作・自然素材工作・ペイント～

もっこうさく　             しぜん        そざい       こうさく

あおぞら　            した　                    にち

木工作コーナー

のこぎりやかなづちを使って

木の椅子やコリントゲームなどの

作品作りにも挑戦しました。

誰でも参加することができる行事
だれ　　　 　　 さんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎょうじ

4:３0 ～ 5:00
児童館のまわりにお水をまいてみんなで涼しくなろう！

がつ　　　まいしゅうげつようび

                     すずじどうかん　　　　　　　　      　　 みず

もくざい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なが　　 じかん こうさく                                                              

　　　　　なつやす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの　   

図工室工作図工室工作打ち水大作戦！打ち水大作戦！
う　　　　  みず　だいさくせんう　　　　  みず　だいさくせん

    8 月１､8､15､29 日（木） 2:00 ～ 5:00
  もく

       8 月 3､10､17､31 日（土） 2:00 ～ 5:00

5 日 ( 月 )
4:00 ～ 4:30

にち　   げつ

児童館やまわりの地域を

みんなでキレイにおそうじしませんか

じどうかん　　　　　　　ちいき

ディ

26 日 ( 月 )
4:00 ～ 4:30

　にち　   げつ

ノーテレビデーにあわせて

よみきかせをおこないます！

みんなＤａｙみんなＤａｙ
大江戸清掃隊大江戸清掃隊

おおえどせいそうたいおおえどせいそうたい
ディ

4:00 ～ 4:30

うんどう　　  とくい        こ　　　　   にがて        こ

たの　　　 あそ　　　　　じかん　　　　　　

＊うんどうぐつできてね！＊うんどうぐつできてね！

毎週水曜日
まいしゅうすいようび

東京 2020 まであと少し！

運動が得意な子も、苦手な子も

楽しく遊べる時間だよ！

アソビンピック
とうきょう　　　　　　　　　　　　　　すこ

アソビンピック

あさがおややさいをそだてています♪

ぜひ一緒に参加しよう！

毎週金曜日
4:３0 ～ 5:00

　　　  まいしゅうきんようび

グリーンリーダーさんと一緒に活動します。
いっしょ　かつどう

毎週金曜日
4:00 ～ 5:00

　　　  まいしゅうきんようび

地域ボランティアの市村さんに

将棋を教えてもらえます。

ちいき                               いちむら

しょうぎ   おし

いちむら　　　　　　　　　　しょうぎいちむら　　　　　　　　　　しょうぎ

※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

市村さんの将棋市村さんの将棋

いっしょ　さんか

幼児 ・ 園児 ・ 保護者向け活動

８月 　1日（木）･ ２日（金）･ ６日（火）
　　　 
　 

～実施日～

持ち物　水着または水遊び用おむつ、バスタオル、帽子、飲み物

時間　１０:３０ ～ １１:３０
１１:４５～ ミニ幼児タイム（遊戯室にて手遊びや読み聞かせ）

詳しくは「夏のプールタイムたより」をご覧ください

夏のプールタイム夏のプールタイム

幼児タイム２学期は９月１９日（木）～始まります。詳しくは２学期幼児タイムたよりをご覧ください

「集会室を利用できます」「集会室を利用できます」

     ８日（木）･ ９日（金）
　　　 
　 

参加者総数 476 名

夏休み期間中、乳幼児親子を対象に、集会室を開放しています。

リラックスしながらゆっくり児童館で過ごしてみませんか？

たのしくてかわいい

おもちゃが沢山あり

ます。

ぜひご利用ください！

台東区８つの児童館が集まって、たくさんの「あそび」や「つくりもの」の出前をします。

幼児から大人まで、児童館を知っている人も知らない人も、ぜひ遊びに来てください！

台東区社会福祉事業団　児童館合同

あそびのわ

ひろがれ

つながれ

あそびのわ

ひろがれ

つながれ

第７回

パトカー、消防車、

スケルトン清掃車など

はたらくくるまが

たくさんくるよ！

民生委員・児童委員

保護司会、青少年委員協議会

社会福祉協議会などの

楽しいブースもあります！

すべて無料で
あそべます！

あそび
ブース

つくりもの
ブース

幼 児
コーナー

午前 10：00 ～午後 3：00
場所 入谷南公園 ※雨天時、駒形中学校 体育館にて開催

主　　催：台東区社会福祉事業団　台東区民生委員・児童委員協議会

参加団体：台東区保護司会　台東区青少年委員協議会　下谷警察署　上野消防署　東京地下鉄㈱　

               台東区社会福祉協議会　書道博物館　台東保健所　清掃リサイクル課　台東清掃事務所

運営協力：駒形中学校

後　　援：台東区　台東区教育委員会　　　　　　　　

問い合せ先：社会福祉事業団　児童課　（５６０３）２２２９

（台東区松が谷３-２３-７）

2019年 9月 22 日 （日）

★区内全児童館の合同行事のため、当日の児童館はお休みとなります。

　ぜひ　下町こどもまつりに遊びに来てください。

８月の毎週月曜日 （12 日（月）を除く）

そだて隊そだて隊
たいたい

夏休みの工作づくりも児童館でできます。 ぜひ図工室に来てみてください！
なつやす　　　 こうさく　     　　　　じどうかん　 ずこうしつ   　き

台東区の「たいとう 打ち水大作戦」に賛同し、千束児童館でも「打ち水」をおこないます。

水の有効利用やヒートアイランド対策、地球温暖化防止、省エネ対策としても打ち水を推進していきます。

　たいとうく　　　　　　　　　　　　b う       みずだいさくせん　　　 さんどう せんぞくじどうかん　　　       　う　 　みず

みず　　ゆうこうりよう　　　　　　　  　　　　　　　　　　たいさく　　ちきゅうおんだんかぼうし しょう　　　たいさく　　　　   　　　う　 　みず　　すいしん

ずこうしつこうさくずこうしつこうさく

木材をきったり、クギをうったりいつもより長い時間工作ができるよ！

夏休みにじっくりものづくりを楽しもう♪
  がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にち

  がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にち   ど

図工室工作
なつやすみスペシャルなつやすみスペシャル

　  にち　   げつ　        のぞ　

木の車や、工具のおもちゃ等、

新しく楽しいおもちゃも加わりました！


