
幼    タ イ ム

 　 

　１２日（土）　１0：３０～１１：３０ 

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　　

                                       

  

　　今月は「お手玉」に挑戦しよう！

　　　　親子でぜひ参加してね！！

場所：遊戯室  

対象：園児親子から

あそんじゃおう

「コートジャック」

 ばしょ　　   ゆうぎしつ　　　　　      

場所：遊戯室

対象：小学生から　

JUMP JAM プログラム 
   ジャン　        ジャン　　　　

         ばしょ　     ゆうぎしつ　 

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。

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！！

  9日 手型・足型をとろう

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

２４日（木） ４：００～４：３０

場所：音楽室　

対象：幼児親子から

おはなしのじかんで本を

読み聞かせしたい人を募集します！

事務室に声をかけてね！
台東区で推進している「大江戸清掃隊」

            今回は松が谷公園を
         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 

      　　                            

　４：00 ～ ４：３０

          場所：松が谷公園　

　　　　　　

１７日（木）

  対象：園児親子から

にち　  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

　にち　もく

　　　  ばしょ　 　おんがくしつ

たいしょう　ようじおやこ

たいとうく　　まいつき　  にち

３：３０～４：００　２日（水）

　　　今回は、「冬休みに児童館ですること」を

　　　決定するよ！さんかしてね！

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

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）

２2 日（火）４：３０ ～ ４：５０

　　　じどうかんでそだてている

しょくぶつやいきもののおせわをするよ☆

　

  

 　 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

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

※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。

♦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

時間：各クラス10：30～11：30　　場所：3 階　遊戯室

２日 布あそび

16日 お昼寝アート（お正月） 30日 楽器をつくってあそぼう

4日 しんぶんしあそび 11日 手型・足型をとろう

18日 アスレチックあそび

10日 手型・足型をとろう 17日 アスレチックあそび

24日 楽器をつくってあそぼう

児    

　　　  　　よ　　　　

　　　  ほん

　　　  き

              　こんかい 

      　　                            

              　まつ　やこうえん 

      　　                            

                こんかい 

      　　                            

                   ふゆやす 

      　　                            

                  じどうかん 

      　　                            

　　　  ばしょ　 　まつ　　や  こうえん

たいしょう　えんじおやこ

「ディスクシューターをつくろう」

場所：音楽室　

対象：２歳から６歳の　

 　 こんげつ  　 ちょうせん 　 て だま

 　 さんか 　 おやこ

定員：8 組　

申込：12 日（土）9：30 ～

　　　電話または来館にて受付します。　

　　　  ひと

　　　  じむしつ　　　  こえ

　　　  ぼしゅう

      　 たいしょう    えんじ    おやこ　

「昔あそび」
～お手玉であそぼう～

むかし

　てだま

たいしょう   しょうがくせい　　　　      

                　 けってい 

      　　                            

25日 楽器をつくってあそぼう

   ５日 ( 土 )、 ７日 ( 月 )、 ８日 ( 火 )　　

　　３：３０～５：００（３：２５に図工室集合）

対象：小学生以上　

定員：各日６名
申込：１日 ( 火 )４：００～

( 直接来館して受付してください )

　　　　にち　　  ど　　　　　  　にち　　 げつ                   にち　　 か

　　

たいしょう　　しょうがくせいいじょう　　

ていいん　　 かくじつ　　 めい

もうしこみ　　　   にち　　　か

　

ちょくせつらいかん　　うけつけ

 ずこうしつのつくりもの

ディスクがとびだす！

　にち　 すい 　にち　   か

※作るのに 1 時間から１時間半かかります
つく　　　　　　　　　　　じかん　　　　　　　　　　じかん　 はん

　       ずこうしつしゅうごう

♦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

　　　　　「松ぼっくりをつかって
　　クリスマスオーナメントをつくろう☆」　　　　　　　　　　　　　　

タ イ ム
園児タイム

る るん ん
つくっちゃおう
パパとママと

「フォトコラージュをつくろう」

卓球を教えてもらおう

こちらのイベントは（公財）東京都スポーツ文化事業団の

令和 4 年度指導者派遣を活用しています。

         　　　　　　　　　　　がつ　　　   にち　   すい　

１１　9月　　日（水）３：００～５：００

定員：１６名
対象：小学生以上
場所：遊戯室　　　

申込：１日（火）４：００～

ばしょ　　　　　　ゆう　 ぎ　  しつ　

たいしょう　　　　しょう  がく    せい     いじょう　

 ていいん　　　　　　　　　　　  めい

もうしこみ　　　　　　　　  にち　　　　   か　

希望者はお子さんの
保育があります。

しっぽとりをしながら暗号を解読！
2 チームにわかれてゲームをするよ☆

  あんごう　  　かいどく 

≪令和５年度 台東区こどもクラブ利用案内≫ 
利用対象 

台東区内に居住する小学生で放課後に保育する保護者がいない児童（利用の要件があります） 

利用申請書の配布場所 

各こどもクラブ、児童館、台東区役所６階⑦番窓口 

※台東区のホームページからダウンロードもできます（申請書類はExcelデータあり） 

申請の受付期間・場所等 

【受 付 期 間】令和４年11月１日（火）～令和４年12月1３日（火）締切厳守 

【受 付 時 間】月～土曜日 午前9時30分から午後6時まで ＊日曜・祝日を除く 

【受 付 場 所】第１希望の各こどもクラブ（郵送不可） 

♦日曜受付◆ 令和４年11月1３日（日）・12月1１日（日） 午前9時から午後5時  

児童保育課放課後対策担当 台東区役所6階⑦番窓口（台東区東上野4－5－6） 

※各こどもクラブでは、日曜受付を実施しませんのでご注意ください 

 乳幼児親子

アルバムにしたいお写真を

15 枚程度お持ちください

スタディタイム
～児童館で勉強をしよう～

４日（金）、５日（土）、７日（月）

８日（火）、１０日（木）　４：００～６：００　

場所：音楽室　　

対象：中学生以上  

　　　

　

持ち物：各自勉強道具  

児童館にある参考書やワークが使えるよ☆

　

特別企画
とく べつ     き    かく

　　動きやすい服で

　　きてね！

うご　　　　　  ふく　

　

  　たっきゅう　　　　

１２日（土） ４：００～４：３０
にち　  ど

３０日（水） ４：００～４：３０
にち　  すい

　２６日（土）　１0：３０～１１：３０ ☆着せ替えクラフトもあるよ☆
　き　　  か

～１２月 ・ １月の行事のお知らせ～

「育児相談会」

松が谷保育園　園長先生による「育児相談会」を実施します。

  　おし　　　　

～卓球専門の講師の方に色々きいてみよう～
  　たっきゅうせんもん　　こうし　　　　かた　　いろいろ　　　　

場所：遊戯室　　

                                       

　１２月１２ 日（月）、１月２３日（月）
　　　 

　

場所：遊戯室　　　

対象：0 歳～１歳児の乳幼児親子　
定員：各日 10 組　　　

　※詳細は、１２月たより・館内ポスターをご覧ください。

時間：10：30 ～ 11：30　

（直接来館して受付してください）
ちょくせつらいかん　　うけつけ


