
♦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

幼   児 タ イ ム

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

バナナクラス（1歳）

　　　　場所：3 階　遊戯室　

ぶどうクラス（２・３歳）りんごクラス（０歳）
毎週 木曜日

10：30 ～ 11：30

　　　　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

　
☆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

☆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

も

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 

２（土）　　１：００～　２：００

活　　動　　報　　告

「えのぐで描こう！

　　　　　       等身大の自分☆」

も
親子で一緒に　描いてあそぼう！

matsu6734@m.bmb.jp

をメールの宛先に入力してください。

⇦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

～メルマガのご案内～　
毎月の「たより」や「最新情報」をお届けします。

その他、児童活動の様子も配信していきます☆

※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。

♬ご登録　よろしくお願いします♬

日常の工作

５（火）　　３：００～　４：００

乳幼児・園児親子向け活動

　子供達は自分の思いを表現し、形にしていくことが大好きです。9 月は夏休みから続いて、子供達の創作意欲は絶好調！ 8 月にフェルト

人形を作った子供達は、家を作ったり、人形を入れるバックを作ったり、毎日の遊びに発展していきました。はじめは難しかった糸通しや

玉止めも上手になったり、針を使って縫物を楽しんでいます。

　図工室では発泡スチロールで船を作ったり、木材での大型の机やいす作りでは、長い釘もまっすぐ打てるようになってきました。色

の砂を重ね合わせてインテリア飾りを作ったり、様々な材料を使い・組み合わせ、アイデアが溢れています。

　子供達のものづくりは遊びの一つ。自分が納得いくまで、真剣に向き合う姿があちこちで見られています。

※児童館では、ものづくりに使う材料を地域の皆様から頂き、活用させていただいています。いつもご協力いただき、ありがとうございます

「そだてちゃおう」

対象：小学生から　定員：8 名　場所：受付前
たいしょう     しょうがくせい　　　      ていいん             めい        ばしょ　 　うけつけまえ

　  さんか　　    ひと 　じどうかん                  たの

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 ～ ４：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

   よみきかせをしてくれる子

                     だいぼしゅう！！

こ

対象：幼児親子から  場所：遊戯室

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

じどうかんでしてみたいことや

あそびなどみんなのおもいを

きかせてね！

児童館にいる生き物のお世話をするよ！

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　　　　

 「リアル野球盤」
  

定員：２０名程度
ていいん　　　　　　めいていど

8（金）

１４（木）４：００～４：３０
もく

きん

 じどうかん　　　　　い 　もの　　   せ  わ

こどもかいぎ

６（水）３：３０～４：００
すい

20（水）　４：００～４：３０
すい

「ドーナツ
バスケットボール」

      や　 きゅう ばん　

２（土）4（月）　４：００～４：４０
ど　　　           げつ

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

定員：各回２０名程度
ていいん　　かくかい　　　　めいていど

  22（金）　４：００～４：３０

きん

ゆうぎしつまるごと、野球盤になるよ！

野球をやったことがなくてもあそべるよ！

やきゅうばん

やきゅう

も
ずこうしつのつくりもの

①　９：４５～１０：４５

②１１：００～１２：００

③　１：３０～　２：３０

えん   じ   おや こ たいしょう           かくかい　     　くみ

●園児親子対象（各回 6 組）

●小学生から（各回 6 名）

④　３：００～　３：５０

⑤　４：００～　４：５０

しょうがくせい　　　　　　　　かくかい　     　めい

}

９( 土 )

　７（木）

　９（土）

１１（月）

   　　 　もく　 

            　ど

「色いろ☆レインボーボトル」

あか、あお、きいろ　3 本のチョークから生まれるいろは ∞！

                                 ボトルに自分だけの色をつめよう！

ぼん　　　　　　　　　  う　　　　　　  　 　むげんだい　

申込：
もうしこみ　　　  きん　 　　　　

                                               じぶん　　　  いろ　

1（金）２：００～児童館事務室で受付します

※定員になり次第しめきります

 じどうかんじむしつ　　うけつけ　 　　　　

ていいん　　　　　しだい　 　　　　

   

げつ　

ど　

　この度、台東区内８つの児童館で

子供達が取り組んできた作品の数々を

「児童館作品展」で紹介します。

☆詳しくは

じどうかんたより一面をご覧ください☆　


