
せんぞく
じどうかん
tel  ：03(3874)1714

〒111-0031

台東区千束 3-20-6

fax：03(3874)1716 ※児童館活動の紹介・掲示・報告書などに写真を

使用させていただくこともあります。不都合な場

合は、お手数ですが児童館までお知らせください。
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   ＱＲコード 

台東区社会福祉事業団 検索

https://taitoswc.org

台東区社会福祉事業団ホームページ
がつ　　     　にち　　　　　か　　　　　　　　　　がつ　　　　か　　　　 にち

千束児童館テーマ

社会福祉事業団　児童館の基本理念

～元気な台東区で　育てたい　育ちたい～

地域に出よう！ひろげよう！児童館！

4 月

2021

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。

社会福
祉法人

はぐくもう　豊かな心！

そだてよう　生きる力！

  

 

・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。）

・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。

・クリーンタイムの実施。３０分ごとの

　こまめな換気をおこないます。

（１）定員（各児童館によって異なります。）に達するまで、利用が可能です。

　　先着順の利用なりますが、利用できる人数は、児童館によって異なりますので、利用

　　できるかどうかは、利用する児童館に確認をお願いいたします。

　　お問い合わせは、当日の午前９：３０以降に利用する児童館にお願いいたします。 

（２）マスク・靴下の着用をお願いいたします。 

（３）水分補給用の飲み物以外の飲食はご遠慮ください。

【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）

　　　　　　　  小学生・中学生・高校生（台東区民・区内校在学）

（２）利用日  　　月曜日～土曜日 ( 日曜日・祝日を除く )

（３）利用時間　① 午前 9 時 30 分 ～ 午後 6 時まで

  （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。)　
　　　　　　　 

児童館利用を段階的に新しい生活様式に伴う利用に移行しています。感染症予防のため当面は、利用時間や人数等を制限していますが、状況に応じて変更していきます。

下記事項をご確認のうえ、ご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

  ていいん　　　かくじどうかん　　　　　　　　　こと　　　　　　　　　　　　　たっ　　　　　　　　　　　りよう　　　かのう

　と　　　あ　　　　　　　　　とうじつ　　　ごぜん　　　　　　　　　いこう　　　りよう　　　　　　じどうかん　　　　ねが　

くつした  　  ちゃくよう　　　ねが

【利用方法】 【その他】

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

せんちゃくじゅん　　りよう　　　　　　　　　　　　　りよう　　　　　　　にんずう　　　　　じどうかん　　　　　　　　　こと　　　　　　　　　　　　　　　りよう

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

じどうかんりよう　　　　だんかいてき　　　あたら　　　　　せいかつようしき　　　ともな　　　　りよう　　　いこう　　　　　　　　　　　　　　　　　かんせんしょうよぼう　　　　　　　　　とうめん　　　　　　　りようじかん　　　　　にんずうなど　　　　せいげん　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうきょう　　おう　　　　　へんこう

　　　　　　　　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　　　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　　　 ごご　　　　じ

　　　　　　　　　　　　　　　りよう　　　　　じどうかん　　　かくにん　　　　　ねが

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

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

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

　　　

入館表記入のお願い

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 ウラめん にも ぎょうじ が のってるよ♪

常 の 活 動日
にちじょうにちじょう かつどうかつどう

　入館表は緊急時などの連絡に使用するためです。入館票・来館票の個人情報に

つきましては、他の目的には使用いたしません。また、各児童館で責任をもって

管理いたします。

入館票

児童館を初めて利用する時、また、年度が変わった

4 月には再度新しい学年で記入していただきます。

来館票

児童館に遊びに来た時は必ず記入してください。

おくじょう

屋上でものびのび

身体を動かして

遊べます！

おくじょう

あそ

おむつ交換台があります⇒ トイレ

ぎょうじのもうしこみは

ここにきてね。としょしつ
本やマンガをよんだり

トランプやボードゲームで

あそべるよ。

簡単工作ができます。

じむしつ

乳幼児用おもちゃやプラレール、

ままごとセットなどもあります。

クラブしつ

3かい

千束児童館のご案内
トイレ

ゆうぎしつ
ボールあそび、なわとびなど

みんなでからだをうごかして

あそぼう！

幼児タイムも
おこないます。

幼児用のコンビカーも
　あります。

４かい

しゅうかいしつ
ずこうしつ

木やいろいろな材料で

工作できるよ！

電動工具や陶芸窯もあり

本格的な作品も作れます。

こうさく

でんどうこうぐ　  とうげいがま

ほんかくてき　 さくひん　 つく

き　                            ざいりょう

児童館の使い方や遊び方を教えるよ！みんなで楽しくあそぼう♪

図工室では「釘打ち体験」

図書室では「ストロ - トンボ」を教えるよ♪

最後は、遊戯室で「運動遊び」などをするよ！

じどうかん　     つか　   かた　   あそ　   かた      おし　　　　　　　　　　　　　　　　たの

ずこうしつ　　　　　　　　くぎ う      　 たいけん

日時︓14 日（水）～ 16 日（金）
3︓００ ～ 4︓30

たいしょう　　  はじ                    じどうかん            あそ         しょうがくせい

〈対象〉初めて児童館で遊ぶ小学生 

にちじ　　　　　　　か　　　すい　　　　　　　　　にち　　 きん　　　　　　　

集合
しゅうごう

しゅうりょう よ てい

☆保護者の方も一緒に児童館を体験してみませんか☆

「じどうかんってどんなばしょ？」

新 1年生に
オススメ！

終了予定

としょしつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　       おし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さいご　　　　　　　ゆうぎしつ　　　　　　うんどうあそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〈定員〉　各日 6 名程度
  ていいん　  　　　かくじつ　　　　　めいていど

じっし　　　　　　　ふん

かんき　

かきじこう　　　　　　　　かくにん　　　　　　　　　　　　　りよう　　　　　　　　　　　　　　　　　ふべん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りかい　　　　　　きょうりょく　　　　　ねが

児童館の一部利用変更について

からだ　　　　うご

ほん

かんたんこうさく

 （名前・住所・電話番号・学校・学年） （名前・当日連絡のつく電話番号・学校・学年）

≪らいかんひょう≫　 月　 日 　時 　分

なまえ ：

でんわ ：

がっこうめい ：

がくねんに〇してください

１・２・３・４・５・６ねんせい

中学１・２・３／高校１・２・３

幼児　　　　　　　歳 ・ 大人

千束　太郎
0×0-1234-5678

○○小学校

〇

4 〇 〇 〇
入　館　表

千束児童館を利用したいので、入館票を提出します。

たいとうく

台東区

学校　　　　　　年

※　幼児親子の方と一般の方は裏面もご記入ください。 台東区立児童館

にゅう　かん　  ひょう

住　所

名　前

緊急
連絡先

年　齢

学校名
学年

千束　太郎

7

年　　　月　　　日2021　　4　   〇

〇

□ 小・中・高校生
□ 幼児親子　□一般

丁目　　番　　号千束 〇 〇 〇

0×0-1234-5678
歳　　男 ・ 女

○○小 〇

◀
図
工
室
で
の
釘
打
ち
体
験

じどうかん　　 けんがく

児童館見学ツアー児童館見学ツアー
じどうかん　　 けんがく

にゅうかんひょう　きんきゅうじ　　　　　　れんらく　　　しよう　　　　　　　　　　　　　にゅうかんひょう　らいかんひょう　こじんじょうほう　

　　　　　　　　　　　　　ほか　　もくてき　　　　しよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かくじどうかん　　　せきにん　

かんり　　　　　　　

にゅうかんひょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らいかんひょう　　　　　　

なまえ　　　じゅうしょ　　　でんわばんご　　　　　がっこう　　がくねん　　　　　　　なまえ　　　とうじつれんらく　　　　　　でんわばんごう　　　がっこう　　がくねん　　　　　　

じどうかん　　　はじ　　　　　　りよう　　　　　とき　　　　　　　　　　ねんど　　　　か　

　　がつ　　　　　さいどあたら　　　　がくねん　　　きにゅう　　　　　　
じどうかん　　　　あそ　　　　　き　　とき　　　かなら　きにゅう　　　　　　

にゅうかんひょうきにゅう　　　　　　　ねが　　　　　　　

   　今年度も子供達の「やってみたい」「できる、できた」を大切に運営をしていきます。

また、感染予防対策を取組みながら児童館が安心・安全な居場所であり、健全な遊びができる

よう、職員一同努めてまいります。地域・学校・保護者の皆様には引き続きご理解、ご協力の

ほど宜しくお願致します。

                                                                                                    　　千束児童館　館長


