
幼   児 タ イ ム

※日程・内容等は変更する場合があります。詳細は館内にある幼児タイムたよりをご覧下さい。

「昔あそび」
～メンコであそぼう～

２３ （木） ４：００～４：３０

場所：遊戯室　

対象：幼児親子から

みんなのリクエストで

 読む本を決めるよ！

 　 

台東区で推進している

「大江戸清掃隊」！！

今回は 児童館の中を
みんなできれいにしよう！
   

                たいとうく　すいしん　     　　   

　　　　　　　　　おおえどせいそうたい 

      　　            こんかい  じどうかん　なか

４ ： ００ ～ ４ ： ３０

          場所：児童館内

１６ （木）

  　　　　　　                                　

対象：園児親子から

       ばしょ　　 じどうかんない

  たいしょう   えんじ おやこ

     もく

     台東区では毎月 23 日を

「ノーテレビデー」としています

もく

　　　  ばしょ　 　ゆうぎしつ

たいしょう　ようじおやこ

よ　　ほん　き

たいとうく　　まいつき　  にち

 　  すい

３：３０～４：００８（水）

児童館でしてみたいことや

「夏休みにやりたいこと」を

はなしあうよ！！

みんなのおもいをきかせてね！！

場所：音楽室

対象：小学生から  

 ばしょ　   　おんがくしつ

たいしょう　しょうがくせい

 　  じどうかん

「アイロンビーズ」

①３ ： ００～３ ： ４５　　　　

②４ ： ００～４ ： ４５

場所 ： 図工室　対象 ： 園児親子から　定員 ： 各回８名
  ばしょ　　     　ずこうしつ　   　  たいしょう       えんじおやこ　　　　　     　　　　 ていいん　    　かくかい　 　めい

ど　　　　　　　　　 　　 　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　すい

申込：１３( 月 )４：００～児童館事務室で受付します
　もうしこみ　　　     　   げつ　　　　    　　　　　　 じどうかん　   じむしつ　　    うけつけ

１１（土）　１0：３０～１１：３０ 場所：遊戯室

対象：2016 年 4 月～ 2019 年 3 月の間に生まれた子供とその保護者　　

                                       

親子で一緒に　あそぼう☆☆「 おやこでボッチャ☆☆」

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 水曜日

毎週 木曜日

毎週 金曜日

月曜日と火曜日は遊戯室が
  アスレチック広場に！

    松が谷児童館では幼児タイムのない月曜日と火曜日に

           アスレチックと乗り物を出しています！！

    11：30 には体操や読み聞かせもやっていますよ♪

　　　          ぜひ遊びに来てください！！

場所 ： 児童館内

対象 ： 小学生から  

  ばしょ　 　      　じどうかんない

たいしょう　      しょうがくせい

   （毎月第２水曜日）   （毎月第３木曜日）    （毎月第４火曜日）

２１（火）４：３０ ～ ４：５０

　じどうかんでそだてている

　生き物と植物のおせわをするよ☆
い　　もの　 しょくぶつ
  

 　  か

 　 まいつきだい　　すいようび 　 まいつきだい　　もくようび  　 まいつきだい　　かようび

♦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

♦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

２５( 土 )　２７( 月 )　 ２８ （火）　 ２９( 水 )

　 ばしょ　　　   ゆうぎしつ　　　たいしょう      しょうがくせい　　　　      

場所 ： 遊戯室　対象 ： 小学生から　

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

２２ （水）　４ ： ００～４ ： ３０

　

  

　　今月は「メンコ」に挑戦しよう！

参加したお友達は自分だけのメンコがもらえるよ！

デコレーションをしてオリジナルメンコをつくろう！

メンコ以外にも昔遊びができる時間があるよ！

１１( 土 )　３ ： ３０～４ ： ３０

場所 ： 遊戯室  対象 ： 園児親子から
 ばしょ　    　ゆうぎしつ     たいしょう　   えんじおやこ　　　　　       

 　　　　　　 こんげつ　        　　　　　　　  ちょうせん

       さんか　　　　　　ともだち　じぶん

　　　　　　　   いがい　      むかしあそ　         　   　   じかん

ど

あそんじゃおう JUMP JAM プログラム
   ジャン　ジャン　　　　

「ニアボール」

つくっちゃおう

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。

好きなキャラクターをアイロンビーズでつくってキーホルダーにしよう！
　す

おはなしのじかん 　 こどもかいぎ大江戸清掃隊
  おおえど　　　せいそうたい　　　　

 そだてちゃおう

 ２日　アスレチックあそび

 ９日　さかなつりあそび

16日　スタンプあそび

23日  がっきあそび

30日　アスレチックあそび

17日　スタンプあそび

24日　がっきあそび

22日　がっきあそび

29日　布であそぼう

 １日　ふれあいあそび

 ８日　季節の工作あそび

15日　ベビーマッサージ♪

 ３日　アスレチックあそび

10日　さかなつりあそび

時間：各クラス10：30～11：30　　場所：3 階　遊戯室

●乳幼児親子優先の部屋があります。安心してご利用ください。

●授乳スペースがあります。職員にお気軽にお声掛けください。

●おむつ交換台が 3 階女子トイレ・4 階誰でもトイレにあります。

●ミルク用のお湯を入れることができます。職員にお声掛けください。

白い球に、自分のチームのボールを近づけて得点を競うゲームです。
　　　          読み聞かせや体操もおこないます♪

お誕生日カードを作っています！！

児童館では・・・

タ イ ム園   児 

　誕生月を迎えられましたら職員にお声掛けください。

　　　　お誕生日カードと歌でお祝いをします♪

０歳児は、ハーフバースデー（６ヵ月）もお祝いします♬

 　  なつやす

すい

おおむね　とことこあるき～
　　　　　すたすたあるきまで

おおむね　おねんね～
　　　　　よちよちあるきまで

むかし

 まつ　   や  じどうかん

　　　　　　 か　　　　こどもたち　　 からだ　　 うご　　　　　 あそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　   い　　　　じっし


