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▲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
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台東区社会福祉事業団
ホームページ

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～

２０２２年

令和４年度ランドセル来館のお知らせ
ランドセル来館とは…保護者が就労や介護等で放課後児童のみで過ごすことが不安な台東区立小学校に通学する児童を対象に、

　　　　　　　　　　小学校から直接来館して帰宅時間まで過ごすものです。こどもクラブとの併用はできません。
＊前年度登録した方も再度申し込みが必要となります。

＊利用希望の方は各児童館でお申し込みください。

ランドセル来館に関するお問い合わせ 台東区教育委員会　児童保育課　放課後対策担当　０３－５２４６－１２３５（直通）

～みんなおいでよ、なかまになろう～
今戸児童館テーマ
いまどじどうかん

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）

令和４年度スポーツ保険について

保険料：こども（中学生以下）８００円、高校生１８５０円

１１月分締切：３０日 (水 ) ＊詳しくは児童館にある申込書をご覧ください。

１３ １４ １５ １６ １７ １９１８

２０ ２２ ２３２１ ２４ ２５ ２６

大江戸清掃隊＆
　　　公園で遊ぼう

ＬＩＮＥ公式アカウント

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

右の ID を入力しご登録ください。

LINE ID

@331upwbi

今戸児童館

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♪

友だち募集中！友だち募集中！
お友だち

登録してね♪

おやすみ

あそび～いんぐ

クラフトさん
　スペシャル

水分補給用に、水筒に飲みものを入れて持ってきてね！
すいぶんほきゅうよう すいとう の い も
小学生以上（保護者も含む）は、マスク・くつ下を忘れずにね！

しょうがくせいいじょう ほごしゃ　　  ふく した わすノーテレビデー

２７ ３０２８ ２９

リバーサイドで

　みんなで遊ぼう！

保護者向け行事

１

※各行事は新型コロナウイルス感染症の状況により変更、中止する場合があります。
かくぎょうじ しんがた へんこう ばあいかんせんしょう じょうきょう ちゅうし

おやすみ

クラフトさんスペシャル
１１月１２日（土）

①１０時～１１時３０分 ②１時３０分～３時 ③３時１０分～４時４０分

対象：０～１８歳までの児童とその保護者

定員：各回　遊戯室２０名　図工室１０名

場所：遊戯室、図工室

申込：１日（火）開始

…幼児タイムてくてくクラス (１歳児 )

…幼児タイムぷちてくクラス (０歳児 )

…幼児タイムとことこクラス (２、３歳児 )

たいしょう ばしょ

ていいん ずこうしつかくかい

じどう ほごしゃ ずこうしつゆうぎしつ

「木工作コーナー」
もっこうさく

「革工作コーナー」
かわこうさく

「かんたん工作コーナー」
こうさく

ゆうぎしつ もうしこみ

☆詳しくはチラシをご覧ください。
くわ らん

　　　　　　　≪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

さい

最優秀作品 『「もしかして？」　ためらわないで！　１８９』 東條　心海さん（静岡県）
さいゆうしゅうさくひん いちはやく とうじょう ここみ しずおかけん

令和４年度児童虐待防止推進月間（１１月）　標語
れいわ ねんど じどうぎゃくたい ぼうしすいしんげっかん ひょうご

今月のおすすめ
こんげつ

〇申込は参加する本人または家族の方が、来館して行っていただきます。

　来館が難しい方はご相談ください。

〇申込できるのは遊戯室、図工室、それぞれ１回ずつです。

　１つの回に遊戯室、図工室どちらかの申込をすることができます。

もうしこみ さんか ほんにん かぞく らいかんかた おこな

らいかん むずか そうだんかた

もうしこみ ゆうぎしつ ずこうしつ かい

かい ゆうぎしつ ずこうしつ もうしこみ

かいし

【遊戯室】
ゆうぎしつ

【図工室】
ずこうしつ

こんなものがつくれるよ♪

地域の企業から

革を寄付して頂きました
かわ きふ いただ

ちいき きぎょう



（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。

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。

児童館の利用方法について
じどうかん りよう ほうほう

【利用について】

【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

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。

ご利用の皆様には、引き続きご協力をお願いします。

じどうかん しんがた かんせんしょうよぼうたいさく おこな うんえい

りよう ひ つづ きょうりょく ねがみなさま

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

けんおん しゅししょうどく てあら きょうりょく

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

りよう

【利用方法について】
りようほうほう

【その他】
た

（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。

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

ようじ えんじ かんぎょうじ じっし りようにんずう せいげんた

・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、定期的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。

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

し けいさい

じどうかん かんき じっし かんせんよぼうたいさく とりくていきてき

・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。）

・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。

※各行事は新型コロナウイルス感染症の状況により変更、中止する場合があります。
かくぎょうじ しんがた へんこう ばあいかんせんしょう じょうきょう ちゅうし

１４日 (月 )

３時４５分～４時３０分

対象：小学生以上
しょうがくせいいじょうたいしょう

ベーゴマで遊ぼう！初めての人には

あそび方から教えるよ♪みんなで対戦もしよう！

あそ はじ ひと

かた おし たいせん

レッツ・ベーゴマ

定員：１０名　場所：遊戯室
ていいん ゆうぎしつばしょ

あそび～いんぐ
２日 (水 )

３時５０分～４時３０分

対象：小学生以上
しょうがくせいいじょうたいしょう

定員：先着１５名　場所：遊戯室
ていいん せんちゃく ゆうぎしつばしょ

たの うんどうあそ

みんなで楽しく運動遊びをしよう！

普段あまり運動をしない子もぜひ参加してね！

あつまったメンバーで「あそび」をどんどん面白くしていこう！

ふだん うんどう こ さんか

おもしろ

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。

保護者向け行事
～革のスマホショルダー作り～

１９日 (土 )

１０時１５分～１１時４５分

対象：０～１８歳の子供をもつ保護者

革を使ってスマートフォンや小物を入れる
ショルダー型のポーチを作ります
☆詳しくはチラシをご覧ください。

今月の行事
こんげつ ぎょうじ

２５日 (金 )

ていいん ていど

定員：３０名程度

４時～６時　小学生中高生世代

６時～７時　中高生世代

しょうがくせいちゅうこうせいせだい

ちゅうこうせいせだい

リバーサイドでみんなで遊ぼう！
あそ

広い体育館でおもいきりからだを動かして遊ぼう！

☆詳しくはチラシをご覧ください。

ひろ たいいくかん うご あそ

くわ らん

たいとう

場所：台東リバーサイドスポーツセンター２階

　　　第二競技場
だいにきょうぎじょう

ばしょ

２２日 (火 )

４時～４時３０分

対象：小学生以上
しょうがくせいいじょうたいしょう

定員：８名　場所：音楽室
ていいん おんがくしつばしょ

ノーテレビデー

～星と月のおはなし会　パート３～
ほし つき かい

プラネタリウムで星を見ながら、

秋の星座についてのお話を聞こう！

ほし

せいざ

み

あき はなし き

９日 (水 )

２時１０分～３時

対象：小学生以上
しょうがくせいいじょうたいしょう

定員：３５名程度　場所：待乳山聖天公園
ていいん ていど まつちやましょうでんこうえんばしょ

みんなでおそろいの半てんを着て

公園をピカピカにしよう！

きれいにした後はみんなで遊ぼう！

はん

あと

き

こうえん

あそ

大江戸清掃隊＆公園で遊ぼう
おおえどせいそうたい こうえん あそ

作品展のお知らせ
さくひんてん し

＜お願い＞＜利用について＞

定員：９名　場所：図工室

申込：５日（土）開始

対象：小学生以上
たいしょう しょうがくせいいじょう

かい


