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～みんなおいでよ、なかまになろう～

●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

●２月の締切　１０日（水）　●適用開始　１５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。
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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

2月

　☆台東区公式 YouTube チャンネル「幼児タイム動画』配信のご案内
台東区の公式 YouTube チャンネルで、幼児タイム動画が配信されています。
下記、ＱＲコードを読み取って、ご家庭でも幼児タイムをお楽しみください。

  幼児タイム動画  

Ｐａｒｔ① 

  
にんげんっていいな 

  幼児タイム動画  

Ｐａｒｔ② 

  
アンパンマン体操 

＜乳幼児親子向け情報＞
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おやすみ

おやすみ

おやすみ

大江戸清掃隊

レッツベーゴマ

あそび～いんぐノーテレビデー

…幼児タイムとことこクラス（２、３歳児）
…幼児タイムてくてくクラス（１歳児）

…幼児タイムぷちてくクラス（０歳児）

おおえどせいそうたい

幼児タイム動画のDVDも児童館で貸し出ししています♪
希望の方は、職員までお知らせください。

おやすみおやすみ

おやすみ

台東区児童館の基本理念
はぐくもう　豊かな心！

そだてよう　生きる力！
～元気な台東区で

育てたい、育ちたい～

今戸児童館テーマ

台東区社会福祉事業団
ホームページ

今年度をもちまして、今戸児童館でのペットボトルキャップの回収は終了させていただきます。

長い間、ご協力ありがとうございました。

ペットボトルキャップ回収終了のお知らせ

１７日（水）
５：００～６：１５

中高生行事

作品展
さくひんてん

建国記念日

天皇誕生日

けんこくきねんび

てんのうたんじょうび

先月の児童館の様子

中高生行事

「ゆったり　まったり　の～んびりタイム」

好きな事を思いっきり楽しもう！！みんな遊びに来てね。

初めて中高生タイムを利用する人は、申し込みが必要になります。

詳しいことは職員に聞いてね。

☆この他の行事については、中面をご覧ください。

書き初め ウッドバーニング

冬休みの宿題応援行事として実施

しました。小学校３年生から

中学生までの子供達が参加し、

学年関係なくおしゃべりも

楽しみながら、一生懸命

取り組んでいました。

作り物をする行事「クラフトさん」にて、

絵馬にウッドバーニングで

好きな字や絵を描きました。

普通のペンとは違った描き心地に

苦戦しながらも、ウッドバーニング

特有の焦げた色味を楽しみ、

素敵な作品ができあがりました。

寒い日が続いていますが、今月も児童館で

元気に楽しく遊びましょう！

この紙面上の記事・写真などの無断転載は法律により禁止されております
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・10 組までの予約制となります。

・幼児タイム利用の際は、前日 9：30 ～ 17：00 に電話または

　来館し予約をお願いします。

・定員に空きがある場合は、当日利用ができます。

　（空き状況は利用する児童館に当日の 9：30 ～ 10：30 に

　お問い合わせください。）

・体調チェック表を自宅で記入し、持参してください。

児童館の利用方法について

（１）対象　　　乳幼児親子・園児親子・小学生・中学生・高校生

　　　　　　　 （台東区民または、台東区内の小学校・中学校・高校の在籍児童・生徒）

（２）利用日　　月曜日～土曜日（祝日を除く）

（３）利用時間　①午前９時３０分～午前１１時３０分（幼児タイム実施の場合は、乳幼児親子の利用に制限があります。）

　　　　　　　 ②午後１時～午後５時

中高生タイムについて

（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・高校在籍生徒）

（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３０分

利用方法

（１）予約は不要ですので、直接来館してご利用ください。ただし、「３密（密閉・密集・密接）」を防ぐため、館内が

     混み合った場合は、入館ができない場合があります。混雑状況のお問い合わせは、当日の午前９時３０分以降に

     利用する児童館へお願いいたします。

（２）来館時には「体調チェック表」を持参してください。

（３）マスク・靴下の着用をお願いいたします。（乳幼児除く）

（４）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

・一部行事・イベント等は当面、中止・延期しています。再開については、各児童館の館たより等でご確認ください。

・日曜開放は、当面実施しません。

・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午後６時３０分以降）に館内清掃、消毒を

  実施します。

・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。

利用について

幼児タイム　１０:３０～１１:３０

※詳しくは「幼児タイムつうしん」をご覧ください。

木

金

とことこクラス（2-3 才）

てくてくクラス（1才）

ぷちてくクラス（0才）

遊戯室

遊戯室

図書室

手遊びや季節の遊び、造形遊びや読み聞かせなど

親子で楽しめる活動を行います！

利用方法などについては下記事項をご確認下さい。

幼児タイム

じどうかん りよう

　児童館利用を段階的に再開しています。感染症予防のため引き続き一部利用の制限を行っています。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。

じどうかんりよう だんかいてき さいかい かんせんしょうよぼう ひ つづ いちぶりよう せいげん おこな りよう

かきじこう かくにん ふべん りかい きょうりょく ねが

たいしょう にゅうようじおやこ しょうがくせい ちゅうがくせいこうこうせいえんじおやこ

たいとうくみん たいとうくない しょうがっこう ちゅうがっこうこうこう ざいせきじどう せいと

りようび げつようび どようび しゅくじつ のぞ

りようじかん ごぜん じ ぷん ごぜん じ ぷん ようじ じっし ばあい にゅうようじおやこ りよう せいげん

ごご じ ごご じ

よやく ふよう ちょくせつらいかん りよう みつ みっぺい みっしゅう みっせつ ふせ かんない

こ あ ばあい にゅうかん ばあい こんざつじょうきょう と あ とうじつ ごぜん じ ぷんいこう

りよう じどうかん ねが

らいかんじ たいちょう ひょう じさん

くつした ちゃくよう ねが にゅうようじのぞ

すいぶんほきゅうよう の ものいがい いんしょく えんりょ

いちぶぎょうじ など とうめん ちゅうし えんき さいかい かくじどうかん かん など かくにん

にちようかいほう とうめんじっし

すいぶんほきゅうよう の もの じさん れいすいき げんざいしよう

ごぜん じ ぷん しょうご あいだ ごご じ いこう ちゅうこうせい じっしかん ごご じ ぷんいこう かんないせいそう しょうどく

じっし

じょうきょう へんか ともな りようほうほうなど へんこう ばあい

りよう

りようほうほう

た

☆不明な点がありましたら利用する児童館にお問い合わせください。

ほうほう

レッツ・ベーゴマ

あそび～いんぐ

大江戸清掃隊

ノーテレビデー　おはなし会

児童健全育成推進財団とナイキが開発し、東京都内の児童館で
トレーニングを受けた児童館職員が実施しています。
都内７２の児童館で”JUMP-JAM”プログラムを実施しています。

おおえど せいそうたい

かい

・大人の方は必ずマスク・靴下の

　着用をお願いします。

・水分補給用の飲み物以外の飲食は

　ご遠慮ください。

今月の行事
こんげつ ぎょうじ

８日（月）

２５日（木）

２４日（水）

１９日（金）
３：３０～４：２５

＜利用について＞ ＜お願い＞

４：００～４：２０

４：１０～４：４０

にち げつ

にち もく

にち

にち きん

感染症対策を十分に行ないながら実施いたします。

鑑賞においても特定の方のみとさせていただきますのでご理解の程

お願いいたします。

尚、開催中の様子につきましては HP 等でご報告させていただきます。

作品展開催のお知らせ

対象：小学生以上

児童館にあるベーゴマで

レッツバトル！

初めての子も参加できるよ！

「おはなし研究会」

対象：小学生以上 定員：１０名

１５：３０～１６：００

今月も「おはなし研究会」をやります！

本を読み聞かせして、どんなおはなしだったか、

どんな登場人物がいたか、みんなで話し合って、

児童館にあそびにきた友達へ紹介しよう！！

対象：小学生以上 定員：８名

みんなで身体を動かしてあそぼう！

２月は「ドーナツバスケットボール」を

するよ！

見てみたい人も、ぜひ来てみてね♪

”

２月１日（月）～

６日（土）の期間、

図工室で、みんなが

気持ちを込めて作った

作品の展示を行います。

対象：小学生以上

みんなで協力して、

児童館の周りをお掃除しよう！

※雨天の場合は館内消毒を行います。
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