
バナナクラス（1歳）

　　　　場所：3 階　遊戯室　

♦定員１３組の予約制です。 ♦予約は前日（９：３０～１７：００）に電話または来館にて受付します

ぶどうクラス（２・３歳）りんごクラス（０歳）

幼   児 タ イ ム

毎週 木曜日

10：30 ～ 11:30

※日程・内容等は変更する場合があります。詳細は台東区社会福祉事業団のホームページをご覧ください。

乳幼児・園児親子向け活動

園   児 タ イ ム

対象：2015 年 4 月～ 2018 年 3 月の間に生まれた子供とその保護者　　 場所：遊戯室

♦定員１０組の予約制です。♦予約は前日（９：３０～１７：００）に電話または来館にて受付します

いずれか１回に

  参加できます

あそんじゃおう

・・・・・・・・・・・・・・・・

JUMP-JAMとは

　スポーツと自由な遊びを合体させた新しい運動遊び

プログラムです。運動することが好きでも嫌いでも、

得意でも不得意でもたくさんの子供達に、もっと身体を

動かすことの楽しさを知ってもらうための活動として

2017 年より児童健全育成財団と米国 NIKE Inc. との

パートナーシップにより始められた取組みです。

対象：小学生以上　場所：遊戯室
たいしょう　しょうがくせいいじょう　　ばしょ　 　ゆうぎしつ

JUMP-JAMプログラム

松が谷児童館では…

コロナ禍でも子供達が身体を動かして遊べるよう

（ジャンジャン）のプログラムを取り入れ、実施していきます

JUMP-JAM

ジャン　　　　　　ジャン　　　　

１６（金）３：３０～４：００

１７（土）２：００～２：３０

２７（火）４：００～４：３０

対象：小学生以上　場所：遊戯室
たいしょう　しょうがくせいいじょう　　ばしょ　 　ゆうぎしつ

「ベーゴマをやろう」

「王様陣取り」

　　　ベーゴマは昔からある鉄のコマだよ！

おう  さま じん と

きん

ど

そだてちゃおう

　「金魚の水槽のバックスクリーンをつくろう」
１５（木） ３：３０～４：１５

きんぎょ　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 すいそう

対象：園児親子から　定員：8 名　場所：音楽室　
たいしょう     えん  じ おや  こ　　　           ていいん             めい        ばしょ　 　おんがくしつ

　  さんか　　 ひと　じどうかん                たの

もく

つくっちゃおう

①１：３０～２：１０…（園児親子優先）

対象：園児親子から　場所：音楽室

定員：各回８名

たいしょう　　えんじおやこ　　　　　　　ばしょ　　おんがくしつ

「アイロンビーズ」
１９（月）・２０（火）・２１（水）・２４（土）

げつ     　　　　　　         か 　　　　　　　       　すい　　　　　　　　　　   ど

期間中、ひとり 1 こ 

みんなでアイロンビーズをつくろう！！

②２：２０～３：００
③３：１０～３：５０
④４：００～４：４０

ていいん　  かくかい　　めい

も

つくれるよ！  もうしこみは

６( 火 )3:30 からです
か

　　　はじめて遊ぶ子もいっしょにたのしもう！

むかし　　　　　　　　　　 　てつ

あそ　　  こ

台東区で推進している「大江戸清掃隊」！松が谷公園を

みんなでできれいにしよう！参加した人は児童館をもっと

　　　　楽しめるスタンプカードがもらえるよ！

                たいとうく　すいしん　     　　　おおえどせいそうたい　　 まつ　 やこうえん  

          場所：松が谷公園

大江戸清掃隊
おお　　え　 ど  せい   そう たい

　　　　　　たの

対象：園児親子から
たいしょう   えんじ おやこ　　　　　　　　　       ばしょ　　　まつ　　  や　こう えん　　    

４：００ ～ ４：３０９（金）
きん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さんか　　　ひと　じどうかん

おはなしのじかん 　 

台東区では毎月 23 日を「ノーテレビデー」としています

　　　  たいしょう　　よう   じ　おや   こ　　　　　　　   ば  しょ　   　ゆう  ぎ   しつ

たいとうく　　まいつき　  にち

１３( 火 ) ４：０0 ～ 4：３0
 　  か

よみきかせをしてくれる子
こ

だいぼしゅう！！

対象：幼児親子から  場所：遊戯室

対象：小学生から　場所：図工室

定員：各回６名

たいしょう　しょうがくせい　　　　　ばしょ　　  ず  こうしつ

２８（水）・２９（木）・３０（金）
すい　　　　　　　　　　もく     　　　　　　       きん

①２：４５～３：４５

②４：００～５：００

ていいん　  かくかい　　めい

も
ずこうしつのつくりもの

「どろんこ陶芸」
とう  げい

図工室の窯でやいて…８月下旬に

土づくりからはじめるよ！

お渡し予定です♪

つち

ずこうしつ　　かま　　　　　　　　　　がつげじゅん　　　

わた　　よてい

 　  すい

３：３０～４：００７（水）

対象：小学生から  場所：音楽室
たいしょう　　　しょうがくせい　　　　　　  ばしょ　　　 　おんがくしつ

「ダンボールまつり」

じゆうこうさくの日は

おもてのカレンダーをみてね！

　　　　場所：3 階　遊戯室　

毎週 金曜日

10：30 ～ 11:30

　　　　場所：3 階　遊戯室　

毎週 水曜日

10：30 ～ 11:30

１学期

２学期

７／７（水）まで ７／８（木）まで ７／９（金）まで

９／１５（水）から ９／１６（木）から ９／１７（金）から

１３（火）１４（水）　①１０：００～１０：５０

幼児タイムスペシャルデー

②１１：００～１１：５０

定員：各回２０組（時間で入れ替え制）　場所：遊戯室・図書室

　　　遊戯室が夏祭り会場に大変身！！みんなでお祭りをたのしもう♪

♦詳細は乳幼児たより（夏号）をご覧ください。

「 おまつりごっこ 」

「 わっしょい☆夏まつり 」

７（水）　　２：３０～３：３０　　１０（土）　　１：３０～２：３０

♦予約は７月１日（木）９：３０～来館にて受付します。

　　　魚つり、お面屋などのおまつりコーナーや和太鼓で、親子で一緒におまつりであそぼう！

こどもかいぎ

　　　えん　 じ    おや    こ    ゆう せん

期間中、ひとり 1 こ 

１２( 月 )3:30 からです

げつ

８月４・５日に行う

で何を作るか話し合います！

がつ　　　　　　  か　　 おこな

なに　    つく　　       はな　　   あ

園児親子向け「どろんこ陶芸」

ずこうしつのつくりもの

も

２９（木）・３０（金）　　１：３０～２：３０

３１（土）　　①　９：４５～１０：４５　
ひとり 1 こ つくれるよ！

１７( 土 )９:30 からです

もうしこみは

②１１：００～１２：００

定員：各回６組　場所：図工室

も

つくれるよ！　もうしこみは

ひ

※電話での申込みはできません

♦詳細は園児タイムたよりをご覧ください。

か

  き かんちゅう

  き かんちゅう

きんぎょ　　　　　　 すい  そう

バックスクリーンをつくって、金魚のストレスをへらして水槽を

参加した人は児童館をもっと楽しめるスタンプカードがもらえるよ！

あかるくしよう♪


