
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》

じどうかん りよう

りよう

りようほうほう

た

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。
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対象：小学生以上 定員：１５名（先着順）
たいしょうしょうがくせいいじょう ていいん めい

　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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子供から大人まで皆で楽しめるあそびを紹介します！

ぜひ参加して下さい！何をやるか、当日をお楽しみに！
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４：１０～４：３０　

対象：小学生以上
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対象：小学生以上
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行事の様子

定員：６名定員：１０名

対象：小学生以上 　定員：２０名（読み手：４名）
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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！

※天気が悪いときは児童館内の消毒をします。
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～復活！おはなし研究会～
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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！
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・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。）

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

☆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。

・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。

＜利用について＞ ＜お願い＞
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地域の方から寄付を頂きました！
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クラフトさん

「藍染め」

↑模様をつけるための下準備をして

　鍋に入れた染料で布を染めました！
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※児童館では感染症対策として来館時の検温・手洗い・消毒、館内での

　マスク・靴下の着用を徹底しています。
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16 センチのじょうぎが
30 センチにのびる！
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今回の「いまじラヂオ」では絵本の読み聞かせはもちろん

実際に職員やお友達に取材をして、色んな情報を

児童館のみんなにつたえてみよう！
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工作でつかいました！
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