
♦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

園   児 タ イ ム

バナナクラス（1歳）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

毎週 金曜日

10：30 ～ 11：30

毎週 水曜日

10：30 ～ 11：30

活　動　報　告

乳幼児・園児親子向け活動

「そだてちゃおう」

対象：園児親子から　定員：8 名　場所：受付前
たいしょう     　 えんじおやこ　　　            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

「たねとり」と「お花の世話」をしよう♪

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！

あそんじゃおう

対象：小学生から　場所：遊戯室
たいしょう　しょうがくせい　　　　　　       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

  

定員：２０名程度
ていいん　　　　　　     めいていど

１３（木）３：４５～４：１５

 　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　せわ

2０（木）4：00 ～ 4：30

「 イライラボール 」

      　

対象：園児親子から　場所：遊戯室
たいしょう　　えんじおやこ　　　　　　　　　　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

ふくわらい・はごいた・ベーゴマ・ゴムとびなど

昔ながらのあそびをたのしもう！

「昔あそびをしよう！」
４（火）５（水）６（木）

3：00 ～ 3：30

　　もく

もく

　☆行事は、当日児童館で受付します     のマークがある行事は事前に申込できます
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

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 

ジャン　　　ジャン　　　　

「おえかき♪アンブレラ」

　１８（火）   ２：４５～ ３：４５ ・  ２２（土）１０：４５～１１：４５

も
ずこうしつのつくりもの

　　　　　

申込：７（金）
もうしこみ 　　　      きん　 　　　　

　

　　　4：００～児童館事務室で受付します
 　　　　じどうかんじむしつ　　      うけつけ　 　　　　

　

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

こんかいは、いままでみんながかんがえてくれて

できなかったことを けんとうしよう！

ぜひさんかしてね！！

こどもかいぎ

  １２（水）３：３０～４：００
　 すい

　　  か　　　　　  すい　　　　　もく

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

よみきかせやハンドベル・放送を

対象：幼児親子から  場所：遊戯室

  　　2１（金）4：00 ～４：30
　  きん

   みんなはどんな本がすき？
　ほん　　　　　　　　　　　　　

ほうそう　　　　　　　　　　　　  

してくれる子だいぼしゅう！！

３学期　　１／１２（水）から　１／１３（木）から　　１／１４（金）から

♦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

        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

幼   児 タ イ ム

つくっちゃおう！！

 　　　　　3：３０～５：００

対象：園児親子から　場所：音楽室

定員：各回６名

たいしょう　　 えんじおやこ　　　　　　 　　　ばしょ　　   おんがくしつ

「毛糸でブレスレットをつくろう」

ていいん　    かくかい　　　めい

  　　2４（月）・2５（火）・2６（水）
　　げつ　　　　　　　　　   か 　　　　　　　　　   すい  

もうしこみ 　　　  　　　  　　 げつ　　　　　　　　　　　　　　　じどうかん　　　じむしつ　　　　　うけつけ　 　　　　

申込：１７（月）4：００～児童館事務室で受付します

も

}

ストローをつかって

　　　　　
　　　　毛糸のブレスレットをつくるよ！

けいと                                  

もっこうさく　　　　　　　　　　　　こくばん

　ど

　すい

　げつ

親子で一緒に

つくってあそぼう！

    　　　台東区で推進している「大江戸清掃隊」！

今回の場所は松が谷公園！！みんなのまちをきれいにしよう！　　　

　　　

                　　　　　たいとうく　すいしん　     　　　おおえどせいそうたい　　 

          場所：松が谷公園

大江戸清掃隊
おお　 え 　 ど  せい   そう たい

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 ～ ４：３０1４（金）
　　きん

　

             こんかい　ばしょ　まつ　やこうえん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうえん  

１５（土）　①１：３０～２：４５

　　　　 　

１７（月）

１９（水）
３：４０～４：５５

対象：小学生から　場所：図工室

定員：各回６名

たいしょう　　しょうがくせい　　　　　　 ばしょ　　   ずこうしつ

ていいん　    かくかい　　 めい

けいと

こ

むかし

        透明のビニール傘にペンでおえかき☆シールでデコレーションしよう！

　　　　　　　傘を集めてドームもつくるよ！遊びに来てね！

       児童館の午前中は、毎日乳幼児と保護者が遊びにきています。「子育てに休日はない！」と言われるよう

　に毎日の子育てを頑張るママ達が少しだけでも自分のために楽しめるよう、「これ作ってみたい！」の声

　から「ウインタークラフトマーケット」を実施しました。お絵かきや写真を取り入れた缶バッチ、季節に

　ちなんだ松ぼっくりのツリー作り、フェルトツリー作り、オーナメント（毛糸の帽子）作りの４種類。

　親子で製作を楽しんだのはもちろん、参加者同士が同じ物を作成したことで気持ちの共有ができ、子育て

　や悩みなどをいつもより深く語り合うことができたようでした。職員による「森のクリスマス」のパネル

　シアターには、子供達が興味津々。動物達がプレゼントを貰うたびに拍手が沸き起こる・・・そんな子供

　達の様子に成長を感じ、保護者の皆さんも笑顔でほっこり、心の温まる時間となりました。

　　児童館は、これからも皆さんの「子育て」を応援していきます。

        １２月１５日（水）１６日（木）実施　　　　参加者：乳幼児親子７１組

「木工作で　ミニ黒板をつくろう！」
のこぎり・とんかちで　つくってみよう！

ウインター☆クラフトマーケット

②３：００～４：１５


