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～みんなおいでよ、なかまになろう～
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台東区社会福祉事業団 児童館・こどもクラブ運営方針

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～

おやすみ
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先月の様子

…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（1歳児）

…幼児タイムぷちてく（0歳児）

２９

３０ ３１
おやすみ

新年あけましておめでとうございます！

今年も児童館でたくさんあそびましょう！

新年は 1月 4日（火）から開館します。
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成人の日

地域安全マップづくり

２９日（土）  １：００～３：３０

対象：小学生以上　定員：１０名

にち

たいしょう しょうがくせいいじょう ていいん めい

ど

    地域の方から寄附していただいた

　大きな松ぼっくりでクリスマスツ

　リーを作りました♪

ちいき きふ

おお

つく

まつ

　地域の方から寄附していただいた

　三輪車、小学生の子供達に大人気！

　「ドリフトカー」とみんなで名づけ

　ました！

ちいき きふかた かた

さんりんしゃ しょうがくせい こどもたち だいにんき

小学生が企画したドッチボール大会を

開催しました！みんな頑張りました！

しょうがくせい きかく たいかい

かいさい がんば

な

●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

●１月の締切　１３日（木）　●適用開始　１７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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　☆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。

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

申し込み：令和４年１月１４日～
もう こ れいわ      ねん     がつ         にち

ZOOM で LIVE 中継！みんなが使う道を大画面でビューイング。

あぶない所を探してオリジナルマップをつくろう！

ちゅうけい                      つか      みち       だいがめん

ところ     さが

ZOOM !!

ちいき あんぜん

大江戸清掃隊

書き初め

ノーテレビデーレッツ・ベーゴマ

あそび～いんぐ

おおえどせいそうたい
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地域安全マップ
づくり

▲各線浅草駅より徒歩１２分

▲東武浅草駅前より都営バス南千住行き（東 42-3）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

ちいきあんぜん

せんげつ ようす
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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

ぎょうじ

２７日（木）

１９日（水）

１２日（水）

にち

にち

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

今月は『ドーナツバスケットボール』をやります！

ぜひ参加して下さい！楽しむポイントは“チームワーク”！

せんちゃくじゅん

３：３０～４：３０

対象：小学生以上

　３：５０～４：３０　　

対象：小学生以上 　定員：１０名

たいしょうしょうがくせいいじょう

さんか くだ たの

・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＞

３：４５～４：３０たいしょう しょうがくせいいじょう ていいん めい

もく

★３学期の幼児タイムは

　１月１３日（木）、１４日（金）からです。

みんなで力を合わせて

児童館のまわりをピカピカにしよう！

絵本から文章が飛び出した！ヒントは

残された“絵”のみ。みんなで解決できるかな？

全然ちがう新しい物語ができちゃうかも！？

１７日（月）

　３：３０～４：３０　　

対象：小学生以上 定員：１０名
たいしょうしょうがくせいいじょう ていいん めい

にち げつ

お正月明けもベーゴマで勝負！

仲間をあつめて最高を目指そう

今　月　の　行　事
こんげつ

宿題応援「書き初め」

７日（金）【午前】１０：３０～１２：００　【午後】１：３０～４：３０

対象：小学生以上 定員：１５名程度

こんげつ

定員：６名
ていいん      めい

たいしょうしょうがくせいいじょう めいていど

にち　　 きん ごぜん ごご
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「みんなで推理！バラバラ物語」
ものがたり

えほん　　　　　ぶんしょう     と       だ

え かいけつ

ぜんぜん             あたら       ものがたり

のこ

地域の方からの寄附

しょうがつあ　　　　　　　　　　　　　　 しょうぶ

なかま さいこう めざ

児童館の活動に活用させていただきます。

いつもご協力いただき、ありがとうございます。

↑和紙で作った紙おもちゃ↑おりがみ（無地）

↑柄付きおりがみ

↑色えんぴつ
↑リボン

↑段ボール

ちから  あ

じどうかん

宿題応援行事！！ボランティアで

書道の木下先生がきてくれるよ！

みんなで宿題を終わらせちゃおう！

ていいん

しゅくだいおうえんぎょうじ

きのしたせんせい

しゅくだい お

すいり

↑昨年度の様子
さくねんど     　ようす

児童館の利用方法について
じどうかん りよう ほうほう

児童館は、新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら運営しています。緊急事態宣言は解除されましたが、

引き続きご協力をお願いします。

【利用について】

（１）対象　　　乳幼児親子・園児親子・小学生・中学生・高校生

（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

（４）その他　　幼児タイム・園児タイム、館行事の実施については、利用人数の制限をします。

【利用方法について】

（１）「３密（密閉・密集・密接）」を防ぐため、館内が混み合った場合には、入館ができない場合があります。

　　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）検温、手指消毒、こまめな手洗いにご協力ください。

（４）マスク・靴下の着用をお願いします。（乳幼児除く）

（５）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】

（１）実施館　　池之端児童館・今戸児童館

（２）対象　　　中学生・高校生

（３）利用日　　月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・祝日を除く）

（４）利用時間　午後６時～午後７時

【その他】

・マイタオル・ハンカチ、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、当面中止としています。
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