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tel  ：03(3874)1714〒111-0031

台東区千束 3-20-6 fax : 03(3874)1716 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！

はぐくもう　豊かな心！

そだてよう　生きる力！
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・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、1 時間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。

【利用について】 【その他】

ようじ　　　　　　       えんじ　　　　　　　　かんぎょうじ　　じっし

たいしょう　  　　 にゅうようじおやこ　　　  えんじおやこ        しょうがくせい　ちゅうがくせい　　こうこうせい

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　　　　　　　　　   　　じかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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。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）体調の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いたします。（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。

（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

  （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。)　
　　　　　　　 

日頃から児童館の運営にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。児童館は、新型コロナウィルス感染予防対策を行いながら運営をしています。

ご不便をおかけしますが引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

【利用方法】

　　　

児童館の利用について

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

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

ひごろ　　　　　　　　じどうかん　　　　　うんえい　　　　　　　　りかい　　　　　 　きょうりょく　　　　　　　　　                                                                                                            　じどうかん　　　　           しんがた　　　　　　                                                　かんせんよぼうたいさく　　　　　  おこな　　　　　                    うんえい

りようにんずう　　せいげん

けんおん　  　しゅししょうどく　　　　　　　　　　　てあら　　　　　きょうりょく

ふべん　　　　                                                             ひ            つづ　　　　　　　　  　りかい　　　           きょうりょく　　 　       ねが　　     いた

６月

2022

※児童館に来る際は、徒歩での来館の

　ご協力お願いいたします。

暑くなってきたので児童館に遊びに来るときは、 水分補給ができるように飲み物 （水筒やペットボトル） を持ってきてね。
あつ　　　　　                                     じどうかん　 　　　あそ　      　　 く　　　                         　すいぶんほきゅう　　                                    　 の　  　　もの　　 すいとう　　                                      　　　も

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。

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。

6 月 25 日 ( 土 )
がつ　　　            にち             ど

参加費：無 料　対  象：幼児親子、小学生以上

定 員：各回 20 名　申込み：6 日（月）9:30 より

①午前 10:00 ～ 12:00
ごぜん

今月のおすすめ行事！
今月のおすすめ行事！

②午後  1:00  ～  3:00

③午後  3:00  ～  5:00
日時：

木曜 3:00 ～ 5:00　／　土曜 １:３０ ～ ３:３０【毎週木曜 ・ 土曜】図工室の時間図工室の時間
　　ずこうしつ　　　　　　 じかん

　まいしゅう　もくよう　　　　　どよう 　　もくよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  どよう

　図工室では、児童館にある木や廃材などの素材をつかった工作をすることができます。

はじめて工作する子も、職員が工具の使いかたからやさしく教えます♪

　ずこうしつ　　　　　   じどうかん　　　　　  き　   はいざい               そざい　　　　　　　       こうさく

　こうさく　　　　こ         しょくいん　  こうぐ　  つか　　　　　　　　　　　　　　  　 おし
※６月２５日 （土） は、 10:00 ～ 17:00 で開室します！

(12:00 ～１:00 の じかん は おやすみ）

　紙、毛糸、モール、木、プラスチックなどいろいろな素材を用意します。子供達の感性を大切にしながら、自由に工作し、

イメージを形にする力や発想力を向上させられる体験に繋げていきます。オリジナル作品づくりを楽しんで、素敵な１日に

しませんか？

・写真の工作材料は、数に限りがあります。

　これ以外にも自由に材料を使って工作が

　できます。

【簡単工作コーナー】

ご　ご

ご　ご

にちじ

★☆コーナー紹介☆★

※工具（のこぎりや釘など）を使います。けがをしないよう、運動靴をはいて参加してください。  ※１度に参加できる人数は各コーナー１０名までとなります。

たとえば、こんな工作ができるよ♪

【木工作コーナー】

・ 紙や毛糸･空き箱など、 工具を使用しなくても簡単に工作ができる

　から、 幼児親子さんにもおすすめ♪

・ のこぎりや釘を使って、 工作ができます。 木材だけでなく、 いろいろ

  な素材を組み合わせて作品を作ってみよう！

木のカメラ
き

木のカスタネット
きき

たとえば、こんな工作ができるよ♪

ゴムで動く木の車
うご　　 き　　くるま

木の刀
 き     かたな

こんげつ　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎょうじ

 さんかひ　　　　　　　　 むりょう                   　たいしょう　　　　　　　　ようじおやこ　　　　　　　　　　しょうがくせいいじょう

ていいん　　　　　　　かくかい　　  　　　　　めい　　　　　　もうしこ　　　　　　　　　　　  か　　　　　げつ

　かみ　　　けいと　　　　　　　　　　　　  き                                                                                                　そざい　　　　ようい　　　　　　　　　　　こどもたち　　　かんせい　　　たいせつ　　　　　　　　　　　　　　　じゆう　　  こうさく　

　まいしゅう　もくよう　　　　　どよう

　かたち　　　　　　ちから　　はっそうりょく　　こうじょう　　　　　　　　　　　 たいけん　　   つな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さくひん　　　　　　　　　 たの　　　　　　　　　　 すてき　　　　　にち

   かんたんこうさく

　かみ　　  けいと　    あ        ばこ　　　　　　  こうぐ　　　しよう　                          かんたん　　こうさく

　ようじおやこ

　しゃしん　こうさくざいりよう　　かず　  かぎ

　          いがい　　　 じゆう　ざいりょう　 つか　　　こうさく

こうさく こうさく

   もっこうさく

   くぎ　　つか　　　　　　こうさく　　　　　　　　　　　　もくざい

    そざい         く　      あ　　　　　　 さくひん　   つく　

しょうかい

　 こうぐ                                 くぎ　　　　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うんどうぐつ                    さんか　　　　　　　　　　　　　　　　　 ど　　 さんか                  にんずう　かく　　　　　　　　　  　めい　

・写真の工作材料は、数に限りがあります。

　これ以外にも自由に材料を使って工作が

　できます。

　しゃしん　こうさくざいりよう　　かず　  かぎ

　          いがい　　　 じゆう　ざいりょう　 つか　　　こうさく

  がつ                 にち　　　　 ど                                                                                                        かいしつ

遊戯室がものづくりの部屋へ大変身！！

ゆうぎしつ

　　　　　　　　　　　　　

だいへんしん

千束児童館

ワクワク★ものづくり
千束児童館

ワクワク★ものづくり
千束児童館

ワクワク★ものづくり
へや

* くわしくは館内にあるポスターを

　　　　　　　　　　　　ご覧ください。

かんない

  らん



常 の 活 動日
にちじょうにちじょう かつどうかつどう

大江戸清掃隊大江戸清掃隊

20 日（月）　４:００～４:３０

定員：8 名程度

児童館近隣の公園に遊びに行くよ ! 広い公園で、
なわとびやこまでたのしもう！

　８日 ( 水）東盛公園　

じどうかん　きんりん　　こうえん　　 あそ　   　　　い　　　　　　 ひろ　　 こうえん

※雨天時は児童館の遊戯室で遊びます。

こうえんしゅうごう

とうせいこうえん

うてんじ　　　じどうかん　　  ゆうぎしつ　　あそ

公園集合公園集合
夏休みにみんながやりたいことややってほしいことなど、

意見を出しあおう！

  なつやす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　

にち　　　  ど

意見をだそう会

１１日 ( 土 )３:００～３:４５
ていいん　　　　　　　 めい   ていど

定員：１２名程度

いけん かいいけん　　           　　　　　　　　  かい

意見をだそう会 大江戸清掃隊

４:００～４:３０

定員：8 名程度

ていいん　　    　　めい    ていど

にち　　　　げつ

２９日 ( 水 )３：３０～
　　　４：３０

定員：12 名程度
ていいん　　　　　　 めい  ていど

今回は「爆弾ゲーム」「島おに」をしてあそびます！

みんなでたのしく体をうごかそう！

こんかい　　　ばくだん　　　　　　　　しま

8 日（水）４:００～４:３０

定員：１5 名程度
ていいん　　　　　　　   めい    ていど

   か　　　 　すい

からだ

ベランダにはたくさんの花や大家族のメダカがいます。

一緒にお世話をしませんか！？

はな　だいかぞく　

いっしょ　　   せわ　

毎週金曜日
まいしゅうきんようび

①２:４５～３:００

②４:３０～４:５０

定員：６名程度
ていいん　　　　　　  　めい      ていど

( 幼児親子向け )

( 小学生以上向け )

ようじおやこむ

しょうがくせいいじょうむ

はんてんを着て地域をみんなでキレイにするよ！
　　　　　　　　  き   　ちいき

集会室で落ち着いて学校の宿題や勉強ができるよ！

ドリルもあるのでやってみたい人は職員に声をかけてね。

しゅうかいしつ　 お　　  つ　　　  がっこう  しゅくだい    べんきょう　　　

ひと  しょくいん　 こえ　　　

屋上で大きなシャボン玉や人がはいれる

シャボン玉をとばしてたのしもう！

 おくじょう　　おお                                          だま　　 ひと

デイ

２３日（月）　３：３０～３：４５

対象：幼児親子以上

定員：１２名程度

たいしょう　　　　　　　      ようじおやこいじょう

  か　　　    　 もく

２３日（木）４:００～４:30

対象：幼児親子以上

定員：１２名程度

たいしょう　　　　　　　 ようじおやこいじょう

にち　　　もく

毎月２３日はノーテレビデー ! 本のよみきかせ

をします。る子を募集中！

まいつき　　　　 にち　                                                   ほん

毎月２３日はノーテレビデー ! 本のよみきかせをします。
まいつき　  　 にち　　　　                       　   　　 ほん

あそびたいム「シャボン玉」あそびたいム「シャボン玉」

にち　　   すい

意
見
箱

運動靴をはいて来てね♪
うんどうぐつ　　     　  　　          　き

みんなDAYみんなDAY

ていいん　　　　　　　　　      めい     ていど

デイ

ていいん　　　　　　　　　      めい     ていど

こうえんしゅうごう

大江戸清掃隊

にち　　　　げつ

20 日（月）　
ていいん　　    　　めい    ていど

スタディたいムスタディたいム そだて隊
たいたい

そだて隊

3:3０～４:3０
１５日 ( 水）金杉公園　

かなすぎこうえん

はな　　だいかぞく　

｢爆弾ゲーム」「島おに」｢爆弾ゲーム」「島おに」

だまだま

ばくだんばくだん しましま

か　　 　 すい

にち　　  すい

今月は「おはなしはらっぱ」さんがよみきかせをしてくれます♪
こんげつ だま

・ 利用人数 ： 親子１３組　 ・ 利用方法 ：  予約制  （先着順）

・利用希望日の前日に午前９時３０分～午後 5 時 00 分の間に児童館へ電話または来館して予約します。（キャンセルの場合は必ず連絡してください。）

・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、当日の午前９時３０分～午前 10 時３０分の間にお問合せください。お問合わせの時点で空きがあれば、ご利用できます。）

・大人の方はマスク・靴下の着用をお願いいたします。　　・水分補給用の飲み物以外の飲食はご遠慮ください。

よちよちクラス（０～１歳） ぐんぐんクラス（２～３歳）

実施場所：千束児童館　遊戯室

実施時間：毎週木曜日 １０:３０～１１:３０

実施場所：千束児童館　遊戯室

実施時間：毎週金曜日 １０:３０～１１:３０

すくすく下谷クラス（０～３歳）

実施場所：金杉区民館下谷分館

実施時間：毎週木曜日 １０:３０～１１:３０

インストラクターの方をお呼びしてヨガを行います。
忙しい子育ての手を少し休めて、

心身ともにリラックスしてみませんか？

日時：28日（火）
②11:15～12:00
①10:15～11:00

定員：各回６名　※保育あり　
対象：女性保護者　　参加費：無料　
申込み：１３日（月）9：30より
　　　　　　　来館または電話にて受付　

くわしくは館内にあるポスターをご覧ください。

 

中高生タイム
中学生・高校生対象事業

中高生専用の時間です。  
月曜日～金曜日　午後６時～７時

※専用の登録が必要です。詳しくは

   中高生タイム案内をご覧ください。

 池之端児童館 （池之端 2－3－3）

☎3823 ‐ 6644

今戸児童館 ( 今戸１－３－６）

☎3876 ‐ １656

ＬＩＮＥ公式アカウント登録お願いします！

QR コードからのお友だち追加

LINE アプリの「お友だち追加」→「QR コード」
から右の QR コードを撮影してご登録ください。

ID 検索からのお友だち追加

LINE アプリの｢お友だち追加」→「ID/ 電話番号｣
から下の ID を入力しご登録ください。

LINE ID @462wmlzl千束児童館

　毎月スマホにおたよりをお届けします！他にも行事案内や
活動の様子など様々な情報を配信♪

＊友だち追加していただくとノートが受け取れる
　クーポンが配信で届きます。
　来館した際にクーポンを提示するともらえます。
　１アカウントにつき１冊となります。

お友だちに登録していただくと

B6 サイズ

台東区児童館オリジナルノート台東区児童館オリジナルノート

ＬＩＮＥ公式アカウント登録お願いします！

　台東区の児童館では、館内での活動中または、

館外での行事のケガ・事故に対して、年間を通

じて補償を受けることができる｢スポーツ保険｣

の加入をお勧めしています。

（台東区の全児童館で適用されます）

　　保険料：こども（中学生以下）８００円

　　6 月分締切：３０日 ( 木 )

＊詳しくは児童館にある申込書をご覧ください。

令和４年度スポーツ保険について

をプレゼント！をプレゼント！

　今年度は５月５日のこどもの日を開館し、特別企画「こどもの日スペシャル」を実施しました。幼児親子さん向けに、手形・足形アートの制作を行いました。祝日とあっ

て、パパと一緒に来館される方も多く、親子で手形足形にシールや色画用紙で飾り付け、手形がこいのぼりに変身！カラフルで個性的なこいのぼりがたくさん出来上がっていま

した。フォトコーナーでは大きなこいのぼりに入って兜をかぶり、

家族一緒に記念撮影♪素敵な笑顔がみられました。

　小学生向けの制作では、こいのぼりバックをつくりました。お友だ

ちとどんな模様にするか話したり、兄弟の分を作ったりする姿もみら

れ一生懸命取り組んでいました。どの作品も創意工夫がいっぱいで個

性的なこいのぼりがたくさんできました。普段はあまり工作をしない

子もつくることを楽しみ、素敵なこどもの日になりました。

ママのリラックスタイムママのリラックスタイム

「リラックス　YOGA」「リラックス　YOGA」

園児タイム園児タイム

日時：28日(火)3：00～4：00
          30日(木)3：00～4：00

「クラックビー玉をつくろう!」「クラックビー玉をつくろう!」
 ビー玉を七輪で焼いて冷やすと・・あら、不思議♪

キラキラに大変身！！

対象：幼稚園に通う３～６歳児
定員：各日８組 
申込み：８日（水）9：30より
          　　来館または電話にて受付 

くわしくは園児タイムたよりをご覧ください。

幼児・園児親子向け活動幼児・園児親子向け活動

「らくがきアーティスト」「らくがきアーティスト」
屋上で大きなキャンバスを出して

絵の具やクレヨンで思い切りお絵描きを楽しもう♪

日時：25日（土）①1：00～1：45
　　　　　　　　　　 ②2：15～3：00

定員：各回16名　
対象：幼児・園児親子　参加費：無料
申込み：８日（水）9：30より
　　　　　　　来館または電話にて受付　

くわしくは館内にあるポスターをご覧ください。

★幼児 ・ 園児親子向け活動★★幼児 ・ 園児親子向け活動★

※雨天の場合は、７月２日に実施予定

参加者数７２名

※汚れてもいい服装で、

運動靴をはいてきてね !
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定員：６名程度定員：６名程度
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※雨天時は遊戯室で

「えのぐ遊び」をします。

※雨天時は遊戯室で

「えのぐ遊び」をします。
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JUMP-JAMたいム！JUMP-JAMたいム！

「５月５日　こどもの日スペシャル」の様子「５月５日　こどもの日スペシャル」の様子

    いけん　     だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　


