
＊10月1日以降も緊急事態宣言が延長された場合は中止となります。
   その場合は各児童館のみの開催になります。　

　　 　　　　 いこう　　きんきゅうじたいせんげん　　えんちょう　　　　　　ばあい　　　ちゅうし

　　   　ばあい　    　かくじどうかん　　　      　　かいさい

鑑賞は区内在住または区内在園、在学の

児童館利用児童とその家族が対象です。

    

 かんしょう    　　　くないざいじゅう　　　　　　　　　　　くないざいえん　　　　　ざいがく

 　じどうかん　　　りようじどう    　　　　　　　　　　　かぞく　　　　たいしょう

区役所での鑑賞予約について（チケット制）
　（鑑賞について）
　・「児童館作品展」の入場にはどなたも予約が必要となります。
　・鑑賞時間は30分ごとに分かれています。予約時にお選びください。
　・感染症拡大防止対策として、マスクの着用をお願いします。
　・会場内では、お子様の作品のみ撮影可能とし、ＳＮＳ・動画
　　サイト等でお取り扱いについてはご遠慮ください。

　（チケットの予約方法について）＊2つ方法があります。
　①別紙チケット申し込み用紙に必要事項をご記入し、ご利
　　用の児童館にご提出ください。その場で鑑賞チケットを
　　お渡しいたします。
　②電話にて、ご利用の児童館にお問合せいただき、鑑賞
　　希望時間・人数をお伝えください。当日、受付でチケッ
　　トをお渡しいたします。

   ★予約期間は10月4日(月)~16日(土)の10：00~17：30となっております。

　　　　　　　　あんない　　   かのう

　　　　　　＊鑑賞希望の方は、ご利用の児童館に電話または来館した際にご予約をお願いいたします。

　　　　　　かんしょうほうほう　　じぜんよやくせい　　 にゅうじょうせいげん　                                                                             　ふんごと      いれかえせい                   

   ＊鑑賞方法は事前予約制（入場制限あり）になります。＊15分毎の入替制　
　　　　　　かんしょうきぼう　 かた         　　　　  りよう　　   じどうかん　　  でんわ　　　　　　　らいかん　　　  さい　　　　  よやく             　ねが              

　　　　　　＊10月18日(月)より予約開始になります。展示期間中でも予約状況に空きがあれば当日
　　　　　　　のご案内も可能です。

　　　　　　　よやく　かいし　　　　　　　　　　　　　　てんじきかんちゅう　　　　　　よやくじょうきょう　   あ                                                  とうじつ    

　　　　　　

せんぞく
じどうかん
tel  ：03(3874)1714

〒111-0031

台東区千束 3-20-6

fax：03(3874)1716
※児童館活動の紹介・掲示・報告書などに写真を

使用させていただくこともあります。不都合な場

合は、お手数ですが児童館までお知らせください。
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台東区社会福祉事業団 検索
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台東区社会福祉事業団ホームページがつ　　     　にち　　　　　か　　　　　　　　　　がつ　　　　か　　　　 にち

千束児童館テーマ

台東区社会福祉事業団

児童館・こどもクラブ　運営方針

～元気な台東区で　育てたい　育ちたい～

地域に出よう！ひろげよう！児童館！

10 月

2021

千束児童館は下町台東の美しい心づくりの一環として「あいさつ運動」に参加し推進しています。

社会福
祉法人

はぐくもう　豊かな心！

そだてよう　生きる力！

  

 

・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。

【利用について】 【その他】

ようじ　　　　　　   じっし　  　ばあい　 　　    にゅうようじおやこ　　  りようにんずう　    せいげん　　　   ばあい

たいしょう　  　　 にゅうようじおやこ　　　  えんじおやこ

　　　　　　　　たいとうくみん　　　　　　　　       たいとうくない　　

りようび             　　    げつようび　　 　どようび　      　にちようび 　    しゅくじつ　のぞ

りようじかん            　ごぜん　　 　じ　　　　   ぷん　　　 　ごご　　   　じ

すいぶんほきゅうよう　 　     の　        もの             じさん

れいすいき　　　 　          げんざいしよう

じどうかん　  　        りようほうほうなど　　           へんこう　　　　　　　        　    ばあい                   　く

　　　　　　　　　　たいとうくしゃかいふくしじぎょうだん

じどうかん　　　　　　　　　　　　    　ぷん　　　　　　　　　　　　　　　　　       　かんき

じどうかん　　　　　　　　　し　　　　　　　      　けいさい

　

（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。

（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。)　
　　　　　　　 

児童館は、感染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。

【利用方法】

じどうかん　　　　　　　かんせんよぼうたいさく　　　       おこな　　　　　　　　　　　    うんえい　　　　　　　　　　　　　いちぶりよう　　　 　  せいげん　　  おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りよう　　　　　　　　　　　　　  　ふべん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

　　　

児童館の利用について

しょうがくせい　  ちゅうがくせい　 こうこうせい

しょうがっこう　  ちゅうがっこう　  こうこう　　

　ざいせきじどう　　　せいと　　

じっし　　　　　　　　        　かんせんよぼうたいさく　　　　　　とりく

にちようかいほう　　　　            とうめんじっし

みつ　　みっぺい　　みっしゅう　　みっせつ　　　　　ふせ　　　　　　　　かんない　　　こ　　　あ　　　　　ばあい　　　　　にゅうかん

　　

ばあい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　　　りよう　　　　　　　にんずう　　じょうげん　こと

こんざつじょうきょう　　　 と　　　 あ　　　　　　　　　とうじつ　　　ごぜん　　　じ　　　　　ぷんいこう　　　　りよう　　　　　じどうかん

と　　　あ

 たいちょう　 わる　　かた　　　りよう　　　　　えんりょ

　くつした　　ちゃくよう　　 　 ねが　　　　　　　　　　　　　　　　にゅうようじのぞ

すいぶんほきゅうよう　 　の　   　もの  いがい　　いんしょく　　　　　　 えんりょ

りかい　　　　      きょうりょく　　       ねが　　　                                 こんご　　　  かんせんじょうきょう　　　へんか　　　　　　　　　     りようほうほう　　　　 へんこう　　　　　　   ばあい

く　　　　　ともだち

のこぎりや金づちなどの道具を使って自由に工作ができるよ。

つくりたいものにチャレンジしてみよう！

新しいつくりもの♪ としょしつ　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　 にち

図書室では、１０月３１日にちなんだ

「ハロウィン装飾」ができます。

折り紙でふうせんを作って、シール

などで可愛くデコレーションをすれば

簡単に完成します！

完成した作品は、自宅に持ち帰える・

館内に飾る、どちらでもＯＫです♪

あたら

1 回に工作できる人数は６人までになります。工作をしたいお友達が多いときは、すぐにできないこともあります。時間によゆうをもってきてください。

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
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4 ： 00

【図工室　開室カレンダー】 ★マークの日に開室します。時間は変更になることもあります。

　ご了承ください。
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★図工室開室日★
　　　　　　　　　　　　　　　かな　　　　　　　　　　　　　　　　　　どうぐ　　　　　つか　　　　　　　　　じゆう　　　　　　こうさく

つくりたいム！

11 日（月）～ 13 日（水）

対象 ： 園児親子以上 / 参加費 ： 無料

「ふしぎボトルをつくろう！」

2：00 ～ 5：00（最終受付 4:30）

「ふしぎボトルをつくろう！」

ボトルの中のかざりが浮いてみえる！？しくみは作った人だけのひみつだよ！！！

期間中、 ひとり 1 つ作れます

たいしょう　　　　　　　　  　　えんじおやこいじょう　　　　　　                　　　　さんかひ　　　　     　      むりょう

にち　　　　　  げつ　　　　　　　　　　　　　　　　にち　　　  　   すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

きかんちゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

さいしゅううけつけ

ハロウィンモビール

なか　　　　　　　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

つくりたいム！

そうしょく

お　　　　がみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

かわい

かんたん　　　 　かんせい

かんせい　　　　　　　 さくひん　　　　　　　　じたく　　　　　も　　　　かえ

かんない　　　　かざ

▲イメージ

図書室のつくりもの
としょしつ

ずこうしつかいしつび


