
せんぞく
じどうかん

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。
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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

じどうかんマップ

tel  ：03(3874)1714

〒111-0031

台東区千束 3-20-6

fax：03(3874)1716１がつ

あけまして　おめでとうございます！

館長　小熊由紀

みなさん、今年も
　　 たくさんあそびに来てね！
　　　　  職員一同おまちしてます。

2020

　新年、明けましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、幸多き新春を迎えられたことと

お喜び申し上げます。本年も、子供達の笑顔が溢れ、賑やかで活気のある児童館運営に努めて参ります。

地域、保護者の皆様どうぞよろしくお願いいたします。

※１２月２９日 （日） ～１月３日 （金） まで、 じどうかんはおやすみです

常 の 活 動日
にちじょうにちじょう かつどうかつどう

～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！～
ほんにん申し込みが必要な行事

もう　　　  こ　　　　　　　 ひつよう　　   ぎょうじ　

＊詳しくは館内にある、チラシをご覧ください

もぐもぐクッキングもぐもぐクッキングつくりたいム！つくりたいム！

※詳しくは館内にあるチラシをご覧ください

「陶芸に挑戦！」

＊詳しくは館内にある、チラシをご覧ください

 とうげい　　　　 ちょうせん 

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

かきぞめ
４日（土）・６日（月）
２：００～３：００

新年を迎えて新鮮な気持ちで

かきぞめをしよう！

集会室を開放します。

＜もちもの＞習字道具、半紙

しゅうかいしつ　　  かいほう

しゅうじどうぐ　　はんし

しんねん　       むか　            しん せん　        き    も

にち　  　　　　　  　　　にち　  　 

「七輪でいろいろ焼いちゃおう！」「七輪でいろいろ焼いちゃおう！」

 　 　たいかい

対象：小学生以上
定員：各日 20 名程度

たいしょう　　しょうがくせいいじょう

ていいん　　　かくじつ　　　　    めい  ていど

あそびたいム！あそびたいム！
ディ

みんなＤａｙみんなＤａｙ
ディ

2１日（火）
4:00 ～ 4:30

　にち　　か

ノーテレビデーにあわせて

よみきかせをおこないます！

木をきったり、クギをうったり

工作ができるよ！

き

     こうさく

ずこうしつこうさくずこうしつこうさく

図工室工作図工室工作

（木）3:30 ～ 5:00
（土）1:30 ～ 3:30

もく

ど

アソビンピックアソビンピック

東京オリンピックまであと少し！

運動が得意な子も苦手な子も

楽しめる時間だよ！

毎週水曜日
4:00 ～ 4:30

 まいしゅうすいようび

とうきょう　　　　　　　　　　　　　　すこ

うんどう　とくい　 　こ   　にがて　     こ

たの　　　　　じかん

こうえんしゅうごう

公園集合公園集合
こうえんしゅうごう

14 日（火）
4:00 ～ 4:30

にち　     か

東盛公園で、なわとびや

ディアボロであそべるよ！

とうせいこうえん

場所 ： 東盛公園
ばしょ　　　とうせいこうえん

※雨天中止
うてんちゅうし

毎週金曜日
4:30 ～ 5:00

　　　  まいしゅうきんようび

そだて隊そだて隊
たいたい

地域のグリーンリーダーさんと

一緒に栽培活動をするよ !

ちいき                               

いっしょ  さいばいかつどう     

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るよ！

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

※都合によりお休みになる場合があります
つごう やす ばあい

市村さんの将棋市村さんの将棋

3:30 ～ 5:00
日時：1 月 22 日（水）～ 1 月 24 日（金）
にちじ　　     がつ　  　  にち　  すい がつ にち きん

ぬの　　 つく　 　      かみしばい                              や

『布で作った紙芝居！？なにぬの屋がやってくる！！』『布で作った紙芝居！？なにぬの屋がやってくる！！」
ぬの　　 つく　 　      かみしばい                              や

布でつくった紙芝居や布あそび、手あそびなど。

わくわくどきどきする空間を出前する現代の紙芝居屋

「なにぬの屋」のはじまりはじまり～！

かいじょう

下町っ子シアター下町っ子シアター
したまち　　　　 　　こしたまち　　　　 　　こ

ぬの　　               かみしばい　   ぬの　              て　

  くうかん    でまえ　　　　げんだい　　 かみしばいや

や 

日　時：１月 8 日（水）

3:30 ～ 4:30
対　象：幼児親子・小学生～　
定　員：１００名

申込み：受付中

参加費：無 料     

七輪で焼いてみたいとリクエストが多かった

おもち・チョコ菓子にマシュマロをさして

焼きます。

日　時：1 月 29 日（水）3:30 ～ 5:00
対　象：小学生以上

参加費：100 円定　員：12 名
申込み：1 月 15 日（水）4:00 ～開　演：

しちりん　    や　           　　 　　　　　　　　　　　　　　　  　　おお

や

      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 さんかひ えん

もうしこ がつ にち すい
かいえん

にちじ がつ にち すい

たいしょう ようじおやこ しょうがくせい

ていいん めい

さんかひ むりょう

もうしこ うけつけちゅう

＊1 月 15 日 4:00 の時点で定員数を超える場合は抽選になります。
がつ にち じてん ていいんすう こ ばあい ちゅうせん

しちりん や

スタディたいム！スタディたいム！

毎週水曜日
　　　  まいしゅうすいようび

高校生・大学生のボランティアが

教えてくれます。

3:00 ～ 5:00

こうこうせい だいがくせい

おし

がし

日　時：1 月 21 日（火）、22 日（水）
3：30 ～ 5：00

定　員：各回 10 名　
対　象：小学生以上
申込み：1 月 8 日（水）2:30 ～

にちじ がつ にち か にち すい

ていいん かくかい めい

たいしょう しょうがくせいいじょう

もうしこ がつ にち　　　すい

「陶芸に挑戦！」

27 日（月）
4:00 ～ 4:30

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

 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するよ

じどうかん　　　　　　　  ちいき

＊1 月 8 日 2:30 の時点で定員数を超える場合は抽選になります。
がつ にち じてん ていいんすう こ ばあい ちゅうせん

開　場：3：15 ～

げつ「日本の遊びよ、世界に届け！「日本の遊びよ、世界に届け！
せかい  とど  にほん あそ

かいさい いま　　せかい

ちゅうもく あ

にほん

なか　　 こんかいにほん

でんとうてき あそ

たいかい まわ じかん なが きそ

にほん でんとうてき あそ たの いろいろ

ひと にほん あそ し

東京オリンピック・パラリンピックの開催で今､世界から

注目を浴びている日本 ! その中で今回の｢あそびたいム｣は

日本の伝統的な遊び「こままわし」

こままわし大会はこまを回せた時間の長さを競います！

日本の伝統的な遊び「こま」をみんなで楽しんだり､色々

な人に日本の遊びを知ってもらうきっかけにもしよう！

とうきょう

２０２０　こままわし大会」２０２０　こままわし大会」

手回しろくろを使って本格的な陶芸に挑戦しよう！

自分だけのお茶碗をつくろう！

てまわ つか ほんかくてき とうげい ちょうせん

じぶん ちゃわん

意見をだそう会意見をだそう会
いけんいけん かいかい

30 日（木）
にち もく

4:00 ～ 4:30

3 学期に児童館でやって

みたいことを考えよう！

がっき　　　じどうかん

かんが

＊１月８日は、下町っ子シアター
　実施のためお休みします。

台東区児童館合同行事
たいとうくじどうかんごうどうぎょうじ

ていいんすう　 　 こ　           ばあい　　　　　　　　　　　  　ま

＊定員数を超えた場合、キャンセル待ちとなります。

ていいんすう　 　 こ　           ばあい　　　　　　　　　　　  　ま

＊定員数を超えた場合、キャンセル待ちとなります。

＊電話での申込みもできます。

ど


