
 

 

台東区社会福祉事業団ホームページ

http://taitoswc.org

台東区松が谷 4－15－11

〒111-0036

TEL　３８４１－６７３４

FAX　３８４２－４３５７

台東区社会福祉事業団 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～

松が谷児童館では下町の美しい心作りの一環として

「あいさつ運動」に参加し推進しています

  松が谷児童館　テーマ

あそぼう！はなそう！みんなのじどうかん～つながりの輪を広げよう～

利用時間：午後 6：００～ 7：0０

中高生タイム　

実 施 館  ：池之端児童館・今戸児童館

利 用 日  ：月曜日～金曜日（祝日を除く）

中学生・高校生対象事業

スポーツ保険について

地図

　館内・館外の日常活動・行事の時のケガ・事故に対し

年間を通じて保証を受けることができる「スポーツ保険」

の加入をお勧めしています。（保険料 800 円／年間）

　　　※詳細ちらしが児童館にあります。

　　　　今月の申込み締切日は９日（金）です　

　　　　　　　　　　　　

児童館利用について
児童館は、感染症予防対策を行いながらの運営のため、一部利用に制限を行っております。

ご利用にあたりご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

今後の感染状況の変化により利用方法を変更する場合があります。

利用について

⑴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）

⑵利用日　　月曜日～土曜日（日曜日・祝日を除く）

⑶利用時間　午前 9 時 30 分～午後 6 時

　　　　（幼児タイム実施の場合は、乳幼児親子の利用人数を制限する場合があります。）

利用方法

⑴「3 密（密閉・密集・密接）」を防ぐ為、館内が混みあった場合は、入館できない場合

　があります。なお、館によって利用できる人数の上限は異なります。混雑状況のお問

　合せは、当日の午前 9 時 30 分以降に利用する児童館へお問合せください。

⑵体調が悪い方の利用はご遠慮ください

⑶マスク・靴下の着用をお願いいたします。（乳幼児除く）

⑷水分補給用の飲み物以外の飲食は、ご遠慮ください。

中高生タイムについて

⑴実施館　　池之端児童館・今戸児童館

⑵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）

⑶利用日　　月曜日～土曜日（日曜日・祝日を除く）

⑷利用時間　午後 6 時～午後 7 時

その他

・水分補給用の飲み物を持参してください。

　（冷水器は現在使用できません。）

・児童館の利用方法等が変更になった場合は、区ホームページ、

　台東区社会福祉事業団のホームページ ( 児童館 ) にお知らせを

　掲載します。

・児童館では、30 分ごとのこまめな換気や、クリーンタイムの

　実施など、感染予防対策に取り組んでいます。

・日曜開放は当面実施しません。

　７月

７月はたのしい行事がたくさん !!

活動報告

じどうかんからのおねがい

児童館であそぶときは大人も子供（小学生以上）も「くつした」をはいて、「マスク」もしてね

冷水機がつかえないので、水分補給ができる飲み物（水筒やペットボトル）をもってきてね がつ　　　　　　　　　　　　　　　　　     ぎょう　 じ

☆行事は、当日児童館で受付します
ぎょうじ       　  　     とう   じつ   じ    どう   かん　    　うけ  つけ

くわしくは、 裏面をみてね！

☆この紙面上の記事 ・写真などの無断転載は

☆児童館には自転車置き場がないので歩いて

うらめん

も

matsu6734@m.bmb.jp

⇦ＱＲコードを読み取って空メールを送信

ＱＲコードを読み取れない場合

※ご不明な点がありましたら、児童館までお問い合わせください。

～メルマガのご案内～

その他、児童活動の様子も配信していきます☆
毎月の「たより」や「最新情報」をお届けします。

をメールの宛先に入力してください

  じどうかん　　　　　　　　　　      　おとな　　 こども  しょうがくせいいじょう

  れいすいき　　　　　　　　　　      　　　　  すいぶんほきゅう        　　　　 の　　もの　　すいとう

ぬりえコンテスト表彰式 あそんじゃおう「けんだまをやろう」

　６月の「あそんじゃおう」は、「けん玉」で遊びました。

初めてやる子が多く、持ち方から教わり、大皿にのせることから技に

挑戦していきました。毎日コツコツと練習を重ね、「もしかめ」ができ

るところまで上達した子もいました。７月は「ベーゴマ」を行います。

お楽しみに！

６月３( 木 )４( 金 )５( 土 )７( 月 )８( 火 )１０( 木 )

参加者　３６名
６月２( 水 )　　表彰者　８名

 　5 月に行ったぬりえコンテストの表彰式を行いました。

　 出品された４３点を館内に展示し、子供から大人まで多くの方に投票

していただいた結果８作品が入賞し、表彰されました。

    表彰式で名前を呼ばれる事が初めての子供が多く、終始緊張していた

様子でしたが、写真撮影では満面の笑みを見せていました。
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じゆうこうさく

２：３０～４：４０

東京 2020 オリンピック聖火リレーに

伴い、台東区内道路は交通規制があります。

当日の走行ルートや周辺道路では、混雑が

想定されます。

児童館に遊びにくる際には、気を付けて

来館されますようお願いします。

とうきょう　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい  か

ともな　　　         たい とう    く    ない   どう  ろ　  　    こう   つう   き     せい

とう じつ　  　    そう  こう             　　　　　　　しゅう へん  どう    ろ     　　　　　   　　こん  ざつ

そう てい

 じ    どう   かん            あそ                                  さい                             き              つ

らい かん　　  　　　　　　　　　　　　　          　ねが

７月２０日（火）　交通規制予定時間

８：０５頃～１０：４０頃

がつ　　 　　か   　　か　　　　こうつう き せい  よ  てい じ  かん

ごろ　　　                            ごろ

じ   どう かん  　      　　  じ   てん   しゃ   お　         ば　　  　　　      　　             ある　

し　 めん  じょう　      き    じ     　 　 しゃ  しん　　　         　　  む   だん   てん  さい

　のマークがある行事は事前に申込できます

遊びに来てね♬

法律により禁止されております

ぎょうじ      　    じ    ぜん    　   もうしこみ

  あそ                 き

ほう  りつ　　　　　　　  きん   し 

＜おしらせ＞

うえの方面


