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１７

こども会議

大江戸清掃隊わくわく☆タイム

幼児タイム

園児親子　3：0０～ 3：5０

場所：遊戯室

「たこづくり　　　 」 幼児タイム
パンダ（２・３歳）           

１０：３０～１１：３０

いちご（０歳）

１０：３０～１１：３０

水

こども会議

  １１（水）
３：００～４：００

大江戸清掃隊

 １９（木）
３：４０～４：００

金

木
うさぎ（１歳）　　　　　

１０：３０～１１：３０

☆詳しくは幼児タイムつうしんをご覧ください☆

かいぎお お え ど せ い そ う た い

　ばしょ　　　ゆうぎしつ　　

１５

乳幼児・園児 親子向け活動

≪令和２年度　台東区こどもクラブ入会案内について≫ 

台東区こどもクラブ入会案内について

 
入会（利用）申請書の配布場所  

【配布開始日】令和元年１０月１１日（金）　

 元
年

 

【 配布場所】各こどもクラブ、児童館、台東区教育委員会　児童保育課放課後対策担当

所

】各こどもクラブ、児童館、台東区教育委員会

 

児童保育課
放課後対策担当

 

台東区ホームページ http://www.city.taito.lg.jp/ 内「申請書のダウンロード」サービス  

入会（利用）申請書の受付期間・場所等  

【受付期間】令和元年１１月１日（金）～令和元年１２月１３日（金） 締切厳守  

【受付時間】月～土曜日　午前９時３０分から午後６時まで  ＊日曜・祝日を除く  

【受付場所】第一希望の各こどもクラブ（郵送不可）  

 

♦ 日曜受付実施　１２月８日(日）午前９時から午後５時    

児童保育課放課後対策担当　台東区役所６階⑤番窓口（台東区東上野４－５－６）   

※ 各こどもクラブでは、日曜受付を実施しませんのでご注意ください  

2７

  

８

日　　　 月　     　火　　    水　　    木　    　金　    　土

2９ ３０ 1/４

1/５

おやすみ

おやすみ おやすみ

防災アウトドア

幼児親子おたのしみ会

バトルカードゲーム大会

←    　　　　 　　　ふ　ゆ　の　ガ　ー　ラ　ン　ド    　　　　　 →

おたのしみ会
 １９

場所：谷中区民館　多目的ホール

対象：乳幼児親子

申込み：２( 月 ) から

乳幼児親子向け

（木）１０：３０～１１：４５２学期　１２/4 まで
３学期　１/１5 から

２学期　１２/5 まで
３学期　１/１6 から

２学期　１２/6 まで
３学期　１/１7 から

日曜開放

をしよう !  

小学生　　4：0０～ 4：5０
　　

定員：園児親子１５組
ていいん　　　えんじおやこ　　　　　くみ　 しょうがくせい　　　にん　　

申込み：12/３( 火）～
　もうしこ　　

１枚の和紙からつくる本格的なフランクリン凧だよ！
まい　 わし　　　      　ほんかくてき　　　             たこ

おやすみ おやすみ おやすみ

ホルンとフルートの演奏の

お楽しみ会です。

赤い服を着たおヒゲのあの人がくるかも！？

 「ふゆのガーランドをつくろう！」
２：００～ 4：００

ばしょ　　　だんわしつ

１４
場所：談話室

対象：幼児親子から
　たいしょう　   ようじおやこ

　

（月）～　９ （土）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

1/２

日曜開放

日曜開放

おやすみ

パンダ　　　うさぎ　　　　いちご

遊心　八国山

ウクレレ

ウクレレ

ウクレレ

先着 70 名まで

つくろう合同企画

　「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：２( 月 ) 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

　　たいかい

対象：小学生から
たいしょう　しょうがくせい

　　　 定員：２５名
ていいん　　　　　めい

１ ： ３０～４ ： ００２７（金）

ポスターを見てね
　　　　　　　　　　　　　 み

あの人気企画が再び！
　にんききかく　　  ふたた

詳しくは
　　　　　　　　　　　　　 くわ

ウクレレを
ひいてみよう

　毎週木曜日

場所：集会室
　　　　　　　　　　ばしょ　　　しゅうかいしつ

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

まいしゅうもくようび

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

「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♪

（火）

場　所：谷中児童館　遊戯室
定　員：各回１０名

申込み：1/６（月）から

 １/２１

託児もあります！

 １月の予告

おはなしのとびら

２０（金）

３：３０～４：００

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　　　

１８（水）
せんちゃく　　　めい

　わくわく☆タイム

　　　　　つくろう合同企画

小学生１０人

1/６ 1/７

ウクレレ

年末年始　お休みのお知らせ

１２月２９日～１月３日まで
がつ　　　にち　　　 がつ　 にち　　　

１月４日から開館します。
がつ　　にち　　　かいかん

児童館はお休みです。
じどうかん　　　　やす

ねんまつねんし　　　　やす　　　　　 し

おはなしのとびら

ひろばであそぼう！

お正月あそびをしよう！

１/７（火）

２：００～３：００
ばしょ　       ぼうさいひろば　          はつね　   　もり

場所：防災広場　初音の森

対象：幼児親子から

持ち物：たこ、こまなど自分で持って

申込み：なし

いる物があれば持って来てね！

たいしょう　　　ようじおやこ

もうしこ

も　　　もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じぶん　　　  も

もの　　　　　　　　　  も　　　　　  き

　　　　しょうがつ

ひろばであそぼう

 2 月の予告

台東区生涯学習センター２Ｆミレニアムホール

２月２日（日）

児 童 館 作 品 展

台東区生涯学習センター１Ｆアトリウム

　児童館で子供達が
作った作品の展示を
行います。

令和元年度午後 台東区児童館合同行事

第９回
した　　　ま

ち

１月８日 (水 )より、各児童館にてチケットを配布します！

午前 9:30 ～午後 5:00
２月１日（土）
２月２日（日）

午後 1:00 ～午後 5:00

　子供達によるステージ発表です。

午後２：００～午後４：３０

２月２日 （日） は、 台東区内の児童館は休館となります。


