
児童館の利用について

乳幼児・園児 親子向け活動
 

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

金

木
うさぎ（１歳）　　　　　

１０：３０～１１：３０

☆利用の際は前日（９：３０～１７：００）に

☆詳しくは幼児タイムつうしんをご覧ください☆

　電話または来館し予約をお願いします☆

幼児タイム

〇　　　…自由遊びができます。

　　　　　予約の必要はありません。

〇水・木・金曜日の午前中は幼児タイムのため、

　予約された方以外は利用できません。

児童館開館について
月 火 水 木 金 土

9:30
　～11:30

13:00
　～17:00

 

 

 

     

 

 

幼児タイム

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。

今月の予定

日 月 火 水 木 金 土
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おやすみ

おやすみ

おやすみ

おやすみ

おやすみ

おやすみ

　　

毎月の児童館からの 「おたより」 や 「最新情報」 をメールマガジンでお届けいたします。
是非、登録していただき、児童館の最新情報をご覧ください！

★児童館の情報をいち早くお届け★メールマガジン配信をはじめます！

※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。

☜ＱＲコードを読み取って空メールを送信！！
ＴＥＸＴ

ＴＥＸＴ

  他の台東区の児童館でも

メルマガ配信を行っています。

ぜひ登録してみてください！

ＱＲコードを読み取れない場合
⇒ yanyan4043@m.bmb.jp
    をメールの宛先に入力してください。

パンダ（２・３歳）

１０：３０～１１：３０

うさぎ（１歳）

１０：３０～１１：３０

いちご（0 歳）

１０：３０～１１：３０

－幼児タイム－

児童館作品展

大江戸清掃隊

わくわく☆タイム

わくわく☆タイム

勉強しよう

缶バッジをつくろう！

ばこ             ぬの

図工室からのおしらせ

図工室は、木工作の他にプラスチック容器や空き箱、布、リボンなどを
使って自由に工作することができます。作ったものを持って帰るために袋（バッグ）を持ってきてね。

　ずこうしつ  もっこうさく　　　   ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ようき　　 　　 あ

つく　　　　　　 　　　　　　　   も　　  　　　　かえ ふくろ　　　　　　　　　　　　　　　　もつか　　　　　　   じゆう　　　    こうさく

　　対象：乳幼児親子・園児親子及びその兄弟姉妹（台東区民）

　　　　　小学生・中学生・高校生（台東区民・台東区内校在学）

　利用日：月曜日～土曜日（日曜日・祝日を除く）

利用時間：①午前９時３０分～午前１１時３０分　 ②午後１時（放課後）～午後５時

　　　　　　（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。）

利用方法：(1) 予約は不要です。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、館内が混みあった

                    際は、入館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致します。

　　　　　(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致します。（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。

　　　　　(5) 午前１１時３０分～正午の間、午後５時以降に館内清掃、消毒を実施します。

じどうかん　　　　　 りよう

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　　　　　　    えんじおやこ         およ                             きょうだいしまい          　　  たいとうくみん

しょうがくせい　　     ちゅうがくせい　　　    こうこうせい                たいとうくみん                    たいとうくないこう          ざいがく

りようび　　             げつようび　　            どようび                   にちようび             しゅくじつ         のぞ

りようじかん　                     ごぜん　　        じ                    ふん            ごぜん　　　　　　　 じ                    ふん                         ごご　　　　　じ　　　　　  ほうかご　　　　　　　　　 ごご               じ

 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

りようほうほう　                           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

さい　　　  　　 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                     ふん   いこう                りよう                        じどうかん        　　　　 ねが          いた            

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         いた                                         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     

ごぜん　　             　じ                    ふん           しょうご　　　 あいだ            ごご                じ　    いこう　　　　  かんないせいそう　　　　 しょうどく            じっし

ずこうしつ

台東区児童館合同行事

児童館
じ　　　　　　  どう　　　　　　 かん

さく　　　　　　　　　　　ひん　　　　　　　　　　　てん

まいとし　　　　　しょうがくがくしゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない　　 　　かいさい　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 じ　どう　かん さくひんてん　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくひんてん　　　　　　　　　　　　    　　

　こ　とし　　  　　　く　ない　                　　じどうかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おこな

　　　　　　　　作品展ってなあに？

　　台東区の児童館で活動してきた子供達の  

　“発表の場”それが「作品展」です。

毎年「生涯学習センター」アトリウム内で開催してきました児童館作品展を、

今年は区内8つの児童館でそれぞれ行います。

感染症対策に配慮し、人数制限等を行いながら実施致します。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

さくひんてん

　　

　はっぴょう　　　　　　　　　 　ば　　　　　　　　　　　    　　

　　たいとうく　　　　　　じ　　どう　かん　　　　 かつどう　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　ども　たち　　　　　　　    　　

かんせんしょうたいさく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にんずうせいげんとう       おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　じっし　いた

         りかい　　　　　　　　　きょうりょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねが　　　　いた

2021年2月1日(月)～6日(土)
午前10時～11時45分(11時30分受付終了)

午後   1時～  5時　     (4時45分受付終了)

ごぜん　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　  じ　　　　　　　　　　ふん

 ご　　ご 　　　　　　　　　　　  じ　　　　　　　　　　　　　　　じ

※鑑賞には事前の予約が必要となります
 かんしょう　　　     　じぜん　　   　　よやく　   　　ひつよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　

場所　区内の各児童館
ば   しょ　　　　　　  く　　 ない　　　　    かく　  じ　　 どう　 かん

—鑑賞について—
出展された方のご家族は

鑑賞の事前予約をし、鑑賞いただけます。

予約期間：1/25（月）～2/5（金）午前9時30分～午後5時
（鑑賞希望日前日までに予約をしてください）

　　
予約方法：電話または直接来館してください

場所：各児童館にて受付・展示

感染症対策のため鑑賞時間は15分単位となります

例：「〇月〇日の午後1時45分の回で申し込み」等、お伝えください

作品展

感染症対策を充分に行いながら実施致します。
鑑賞においても特定の方のみとさせて頂きますので
ご理解の程お願い致します。 尚、 開催中の様子に
つきましては HP 等でご報告させて頂きます。


