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台東区児童館の基本理念

はぐくもう　豊かな心！

　　　　　　　　育てよう　生きる力！

～みんなおいでよ、 なかまになろう～
地域テーマ　　「遊育 ・ 友育 ・ 結育」 （ゆ う い く）

●適用期間　本年度の加入日～ 2021 年 3 月 31 日まで

●掛け金　　小中学生　1 人 800 円　　高校生以上　１人 1850 円

●9 月の締切　10 日 （木）　●適用開始　１４日 （月）

児童館で計画している館内 ・ 野外の活動に年間を通して適用されます。

また、 行事だけでなく年間を通じて日常活動にも適用されますので、 お早めに加入され

ることをお勧めします。

2020 年度 （台東区児童館共通）

スポーツ保険加入のお勧め

児童館マップ

保護者の方へ

●配慮が必要なアレルギーをお持ちの

　お子さんはご相談下さい。

●児童館では活動の記録として写真 ・

　動画の撮影をし、 おたよりやホーム

　ページに掲載することがあります。

　お手数ですが、 不都合があればお知

　らせ下さい。

 

台東区のじどうかん『みんなで幼児タイム』 

台東区公式 YouTube チャンネル配信のご案内 
児童館職員による幼児タイムを撮影した番組が台東区の公式 YouTube チャンネルで 

配信しています。ご家庭でも、ぜひ幼児タイムをお楽しみください。 

 

Ｐａｒｔ①ＱＲコード       Ｐａｒｔ②ＱＲコード 

 

見てね～ 

※ご不明な点は児童館までお問い合わせください。
※入会金・年会費は無料です。（通信料のみ会員様のご負担となります。）
※メールの受信拒否設定をされている方は、dfrom@m.bmb.jp を受信できるように設定をお願いします。

↓↓↓ メルマガ登録方法はこちら ↓↓↓
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imado1656@m.bmb
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FROM imado1656@m.bmb

http://m.bmb.××××

×××

３３

....

□乳幼児保護者
□園児保護者
□小学生保護者
□こどもクラブ保護者

台東　太郎

４４

 imado1656@m.bmb.jp 他の台東区の児童館でも順次メルマガ配信

を行っていきます。

もうしばらく待っててね！

最近の様子

台東区が推進している

「みどりのカーテン

プロジェクト」に

参加し、育てている

あさがおから、種が

取れました！

あいの葉っぱを育てています。乾燥させたものを

染め物に使います。

台東区からいただいたマリーゴールドを

育てています。きれいな花が咲くのが

楽しみです！

ザリガニを育てています。名前はザリーナ Jr.

です。みんなの人気者です！

最近の様子

予告
　新型コロナウイルスによる感染拡大防止により、幼児タイム事業を休止しておりましたが、

１０月８日（木）より段階的に再開する予定です。ソーシャルディスタンスを保つため、参加

方法等に変更があります。ご協力お願い致します。
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▲各線浅草駅より徒歩１２分

▲浅草松屋前より都営バス南千住行き（乙）または

　めぐりんでリバーサイドスポーツセンター前下車徒歩２分

千束児童館、玉姫児童館、

松が谷児童館、今戸児童館

　が出演しています！

台東児童館、池之端児童館、

　　寿児童館、谷中児童館

　　　が出演しています！

【利用方法】

【曜日・時間】 木曜日：とことこ（２・３才向け）

金曜日：てくてく（１才向け）/ぷちてく（０才向け）

いずれも１０：３０～１１：３０

予約制、定員あり（先着順）

※詳しくは、１０月の児童館たよりや幼児タイムつうしんをご確認ください。



令和２年８月２４日（月）からの児童館の一部利用変更について

　児童館利用を段階的に再開します。感染症予防のため引き続き利用時間や人数等の制限を行っていますが、状況に応じて変更して

いきます。ご利用にあたっては、下記事項をご確認ください。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

乳幼児親子等の利用について

（１）対象　　　乳幼児親子・園児親子及びその兄弟姉妹（台東区民）

（２）利用日　　月曜日～土曜日（日曜・祝日を除く）

（３）利用時間　午前９時３０分～午前１１時３０分

小学生の利用について

（１）対象　　　小学生（台東区民または区立小学校児童）

（２）利用日　　月曜日～土曜日（日曜・祝日を除く）

（３）利用時間　①月曜日～金曜日：放課後～午後５時

　　　　　　　 ②土曜日：午後１時～午後５時

中高生の利用について（中高生タイムとして実施）

（１）実施館　　池之端児童館・今戸児童館

（２）対象　　　中学生・高校生（台東区民または区内中学校・高校生徒）

（３）利用日　　月曜日～金曜日（祝日を除く）

（４）利用時間　午後５時～午後６時

利用方法

予約制　先着順（※利用人数は、児童館によって異なります。)

・利用希望日の前日（月曜日を希望する場合は土曜日）の

　午前９時３０分～午後５時の間に児童館に電話または来館して

　予約します。（予約は本人か家族のみ。キャンセルの場合は必ず

　連絡して下さい。）

・定員に空きがある場合は、当日の利用ができます。（空き状況は当日の

　午前９時３０分以降に利用する児童館にお問合せください。）

・来館時は体調チェック表を必ず提出してください。

　（小学生・中高生は保護者の確認同意が必要です。）

・マスク・靴下の着用をお願いいたします。

・水分補給用の飲み物以外の飲食はご遠慮ください。

その他

・行事・イベント等は当面、中止・延期しています。再開が決まり次第お知らせします。

・水分補給用の飲み物を持参してください。（冷水機は、現在使用できません。）

・午前１１時３０分～正午の間、午後５時以降（中高生タイム実施館は６時以降）に館内清掃、消毒を実施しています。

・状況の変化に伴い、利用方法等を変更する場合があります。
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今月から中高生タイムが

再開します！今年度の実施館は

池之端児童館と今戸児童館です。
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