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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～２０２２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

●７月の締切　８日（木）　●適用開始　１２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。

202１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

７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＞

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。

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

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

先月の様子
せんげつ ようす
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おやすみ

おやすみ

おやすみ

おやすみ

…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

おおえどせいそうたい

海の日 スポーツの日

いよいよ夏本番ですね！

水分をしっかり摂って、児童館で

思いっ切り遊びましょう！

地域の方から絵本の寄付をしていただきました！

どんなお話でしょうか。

図書室に置いてあるのでぜひ読んでみてください。

台東区が実施している「みどりのカーテンプロジェクト」に

参加し、あさがおの苗をいただきました。

子供達がプランターに植え替え、水やりをしながら、

どれだけあさがおが伸びていくか楽しみにしています。

児童館前に置いているので、ぜひ見に来て下さい。

台東区が開催している「あさがお展示会」のコンテストに

応募する為の苗もいただきました。

この夏、子供達と楽しみながらあさがおを育て、

きれいな花を咲かせたいと思います。
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☆他にも、色鉛筆や工作材料等の寄付がありました。

　活動にご協力いただき、ありがとうございました。

ほか いろえんぴつこうさくざいりょうなど きふ

かつどう きょうりょく

暑くなってきましたが、児童館では

引き続きくつ下の着用をお願いしています。

忘れずに持って来て下さい。

あつ じどうかん

ひ つづ した ちゃくよう ねが

わす も き くだ

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。

７月２０日（火）　交通規制予定時間　８：０５頃～１０：４０頃

【お知らせ】
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

がつ にち か こうつうきせい ころ ころよていじかん

し



・ぷちてく 10 組、てくてく、とことこ 12 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。お問い合わせの時点で空きが

　あれば、ご利用できます。）

児童館の利用方法について

《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６時～午後７時

《利用方法》

《その他》

《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
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☆ご不明な点がございましたらご利用され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

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、児童健全育成推進財団と米
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。

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

１２日（月）

２９日（木）
２６日（月）

１６日（金）
３：３０～４：３０

＜利用について＞ ＜お願い＞

４：００～４：２０

４：００～４：３０
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対象：小学生以上

対象：小学生以上

定員：１５名（先着順）

対象：小学生以上

対象：小学生以上
たいしょう しょうがくせいいじょう

たいしょうしょうがくせいいじょう

ていいん めい

たいしょう しょうがくせいいじょう

たいしょう しょうがくせいいじょう

　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。

（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（日曜日・祝日を除く）

（３）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。）

（１）「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。

　　　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問い合わせください。

（２）体調が悪い方の利用はご遠慮ください。

（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。

・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。）

・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、感染予防対策に取組んでいます。

・日曜開放は、当面実施しません。
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誰でも楽しめるあそびを紹介するよ！当日をお楽しみに！
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先月の幼児タイムの様子

とことこクラス（2・3歳）

～パラバルーンであそぼう～

てくてくクラス（1歳）

～おもちゃ作りをしよう～

みんなでおそろいのはんてんを着て、

児童館のまわりをきれいにしよう！

※天気がわるい時は児童館の中を消毒します

き

じどうかん

じどうかんてんき なか しょうどく

ベーゴマであそぼう！

まわせない子にはていねいに教えるよ！

初心者も上級者もみんなで楽しもう！

こ

しょしんしゃ じょうきゅうしゃ たの とき
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１０：３０～１１：００

上にのったボールを落とさないように
皆で協力！

落ちたボールはもう一度
パラバルーンにポイッ！

パラバルーンにダイブ！

生放送のラジオ番組で

好きなお話を館内に流そう！

ぷちてくクラス（0歳）

～タオルであそぼう（おひるねアート）～

色々なパーツを

ボトルに入れて

マラカス作り！

音楽に合わせてマラカスを振ったり

踊ったりして楽しみました！

バスタオルとまくらでふわふわクッションを

作りました！その上にのって揺られ、

リラックスした時間を過ごしました♪

おひるねアートも撮影しました！

バンダナで

色々な形を

作って

遊びました！

なまほうそう ばんぐみ

す はなし かんない なが

対象：幼児・園児親子

定員：１０組（先着順）
だれ

たいしょう ようじ えんじおやこ

ていいん くみ せんちゃくじゅん せんちゃくじゅん


