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乳幼児・園児 親子向け活動

こども会議

わくわく☆タイム

大江戸清掃隊

おはなしのとびら

ママのリフレッシュ☆応援企画　やなかママにゃんず

　①　０歳～１歳児のママ・・・10：15 ～１1：00
②  ２歳児～のママ・・・11：15 ～ 12：0０

パンダ（２・３歳）           

うさぎ（１歳）　　　　　

いちご（０歳）

幼児タイム

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０

水

木

金

９（水）

３：００～４：００

おはなしのとびら

２３（水）

３：３０～４：００

１７（木）

３：４０～４：００

☆詳しくは幼児タイムたよりをご覧ください☆

日　　　 月　     　火　　    水　　    木　    　金　    　土

こども会議
かいぎ

大江戸清掃隊
お お え ど せ い そ う た い 台東区子ども読書推進活動

たいとうく  こ               どくしょすいしんかつどう　　　

２8 29

  

ハロウィン

日曜開放
にちようかいほう

日曜開放
にちようかいほう

「Let’ s enjoy ピラティス」
産後の身体を整えましょう！ママもリラックスしましょう♪

Happy☆Halloween

３１（木）

　　

３0 幼児タイム

パンダ　　　　うさぎ　　　　いちご

幼児運動会
３クラス合同

２４（木） 10:30 ～ 11:30

場　所：防災広場　初音の森

対　象：０～３歳児親子

１１月の予告

わくわく☆タイム
３・４・５・６歳園児親子対象　　　　　

　５（土）１０ ： ３０～１1 ： 3０

定　員：２０組
申込み：9/17( 火 ) から

１１/６（水）
定　員：１５組

申込み：１０/２１( 月 ) から

（火）

であそぼう」
「ふしぎなしゃぼん玉

「どんぐりを探しにいこう！　　　　

１ ： ３０～２ ： ３０

場　所：谷中児童館　遊戯室
定　員：各回１０名

ひろばであそぼう！

幼児運動会

谷中まつり

谷中まつり

in 上野公園」

体操やかけっこ、玉入れなどをやります。

気軽に参加して下さい♪

ハッピー　　　　ハロウィン

図工室　　

ぴょんぴょん

各回１０名（事前申込みなし）

　　　 対象：小学生から

ずこうしつ　　　

　　　　　　　　　たいしょう　　しょうがくせい

☆

☆

☆

ひろばであそぼう！

（日）10:30 ～ 4:00

場所：( 晴天時 ) 防災広場　初音の森

　　　( 雨天時 ) 谷中児童館

内容：木工作・どろだんご等

ばしょ　  　　せいてんじ　　  ぼうさいひろば   　　はつね　 　 もり

うてんじ　  　　やなかじどうかん

 ないよう 　 もっこうさく

児童館で宝探しをするよ！

児童館に仮装して遊びにきてね！

じどうかん　　　たからさが

じどうかん　　　　 かそう　　　　　　あそ　　

一輪車、竹馬

２（水） ３ ： ３０

場所：谷中児童館　館庭
ばしょ　　　やなか　じどうかん　　　かんてい

対象：小学生　から
たいしょう　しょうがくせい

※雨天時　３１( 木 ) に順延

おやすみ

☆上野公園で集合・解散になります☆

詳しくは

　　
チラシにて

詳しくはチラシをご覧ください

３１
申込み：10/28（月）から

０歳児保護者対象

産後セルフケア講座　　　　　

２５（金）１０ ： ００～１２ ： ００

場　所：谷中区民館　多目的ホール

対　象：産後２１０日までのママと赤ちゃん

定　員：１０名（親子１０組）

（ＮＰＯ法人マドレボニータ認定　産後セルフケアインストラクター）

バランスボールを使った

エクササイズです

産後セルフケア

３・４・５・６歳園児親子対象　　　　　

クロスボウを作ろう

１５
～４ ： １５

申込み：９/２４（火）から

わくわく☆タイム

谷中ガーデン

１６（水） ３ ： ３０～

　「和綿の収穫！」　　　　　
　わわた　　　    しゅうかく

5 月に植えた綿の実は
がつ　　  う　　　　　わた　　み

よーく観察して収穫しよう

おやすみ

体育の日

①３ ： ００～

②４ ： ００～

　　いちりんしゃ　　　　たけうま

１７
１８

（木）

（金）

（火）

　　かんさつ　　　　しゅうかく

クロスボウ クロスボウ クロスボウ

ウクレレ

ウクレレ

ウクレレ

谷中ガーデン

　　　　４ ： ３０

 どうなったかな？

ウクレレを
ひいてみよう

　３・１０・２４（木）

場所：集会室

☆雨天時は３( 木 ) に行います
　うてんじ　　　　　　　　　　　　 おこな

　　　　　　　　かくかい　　　　　めい　　　じぜん　もうしこ

　　　　　　　　　　ばしょ　　　しゅうかいしつ

であそぼう！

　「バトルカード　　　　　
　ゲーム大会」　　　　　

場所：遊戯室
ばしょ　　　ゆうぎしつ

　　　 申込み：１( 火 ) から

　　参加資格：デッキがつくれる人、ルールがわかる人

もうしこ

さんかしかく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと ひと

対象：小学生以上
たいしょう　しょうがくせいいじょう

４：００～５：００

　　たいかい

対象：小学生から
たいしょう　しょうがくせい

やなか　　　

１１/１７

１１/１２

　　　 定員：２５名
ていいん　　　　　　めい

場　所：防災広場　初音の森

谷中児童館

広場でのびのびつくっちゃおう

即位礼正殿の儀

おやすみ

３ ： ３０～５ ： ００

バトルカードゲーム

託児もあります！

１６（水）

今回はいつもと違った

カードで対戦するよ！

詳しくはポスターを見てね

こんかい　　　　　　　 ちが

たいせん

くわ　　　　　　　　　　　　　 み

　　　　　　　　　　　　　　　　  かいぎ

　　　　　　　　　　　 おお  えど     せいそうたい

　　　　　　　　　　さんご　　　　　　　　　　ようじうんどうかい

　　　　　　　　　　　 　  やなか

　　　　　　　　　　そくい　れいせいでん　　　ぎ

　　　　　　　　　　　 　  やなか

　　　　　　　　　　　 　  たいいく　　　ひ


