
幼    タ イ ム

　１０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　　

                                       

  

場所：遊戯室  

対象：幼児親子から

あそんじゃおう

「リクエスト」

 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！！

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

２３日（金） 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！

にち　  きん

     台東区では毎月 23 日を

「ノーテレビデー」としています

　　　  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　１４日（水）

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４火曜日）

２7 日（火）2：３０ ～ 3：0０

　　　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　　かようび

おはなしのじかん 　こどもかいぎ 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

７日 手型・足型をとろう（粘土）　 ２日 アスレチックあそび

1日 アスレチックあそび

児    

　　　  　　よ　　　　

　　　  ほん

　　　  き 　　　  ひと

　　　  じむしつ　　　  こえ

　　　  ぼしゅう

      　 たいしょう    　ようじ  おやこ　

「昔あそびスペシャル」
むかし

たいしょう   しょうがくせい　　　　      

　      にち　 すい 　にち　   か

♦定員１０組の予約制です。　

◆予約は前日（９：３０～１７：００）

　電話または来館にて受付します

　　　　　
　　「クリスマスリースをつくろう☆」　　　　　　　　　　　　　　

タ イ ム
園児タイム

る るん ん

希望者はお子さんの
保育があります。

１0 日（土） 3：3０～４：３０
にち　  ど

２１日（水） ４：００～４：３０
にち　  すい

「育児相談会」

松が谷保育園　園長先生・栄養士の方による「食育」を
テーマにした「育児相談会」を実施します。場所：遊戯室　　

                                       

　
　　　 

場所：遊戯室　　　
対象：0 歳～２歳児の乳幼児親子　
定員：10 組　　　

　

２８日（水）２：００～４：００
今年最後の児童館の日

一年のしめくくりにみんなで大そうじをしよう！

大そうじのあとはこどもかきいぎで決まった、

「ちょっとかわったイスとりゲーム」

「ジャンケンれっしゃ」であそぼう！

おたのしみ抽選会もあるよ☆☆

すい

　ことし　　さいご　　　　　じどうかん　　　　　ひ

 いちねん                                                                                              おお

ちゅうせんかい

だれでも　

　さんかできるよ！

〇〇

　１2日（月）　１0：３０～１１：３０ 

りんごクラス（11日）、ぶとうクラス（12日）、バナナクラス（13日）からはじまります
3学期は令和５年１月

ふゆまつり
幼児タイムスペシャル

冬の幼児タイムスペシャルは、
遊戯室がお祭り会場に大変身！！

　各日１０：３０～１１：４５
日時：１２月１４日（水）１５日（木）

場所：遊戯室　
定員：遊戯室が混みあった場合は、
　　　お待ち頂くこともあります
　　　

申込 ： ３日 （土） ９ ： ３０～

　　　     電話または来館にて受付します

※ふゆまつりはどちらかの日にちに１回参加できます

内容 ： さかなつり ・ きんぎょすくい ・ ひもくじ ・ まとあて

※図書室 ・ 音楽室は通常利用ができます

にち

年末大そうじスペシャル

つくちゃおうスペシャル 「フランクリン凧をつくろう！」
①10：30 ～ 12：00　②1：30 ～３：00　③３：30 ～５：00　（各回８名）

対象：幼児（３才から）、小学生、中高生とその保護者
※１２月１９日（月）16：00 ～　事務室にて受付

　他にも、太鼓や羽子板など自由に工作できるよ！

     いままであそんだものから

またやりたいあそびをするよ！

     いままであそんだものから

　すきなあそびをえらんであそんでね！

　　　２８日におこなう、

おたのしみかいのじゅんびをするよ☆

　

 　 　  たこ　　　

 　 かくかい　　めい　　

 　 　　がつ　　　　　　　にち　　　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じむししつ　　　　　　　　　うけつけ　

 　 　ほか　　　　　　　　　　　たいこ　　　　　　はごいた　　　　　　　　　　　じゆう　　　　　こうさく　

「あそんじゃおう～昔遊び～」活動報告

　

　11 月の“あそんじゃおう”はお手玉を実施しました。職員がお手玉三個を実演すると

「どうやるの？」と興味津々。やり方をと伝えると、まずはお手玉二個を繰り返し練習した後、

「見せてくる」と出来るようになった姿を意気揚々と他の職員に見せに行っていました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お手玉、コマ、けん玉などの昔遊び（伝承遊び）はコツコツと練習することで上達していく。

その過程が今の子供達にも面白く感じるようで、“あそんじゃおう”がない時も自然と練習する

姿が見られます。今も昔も子供達が熱中するものは変わらないようです。

～園長先生にきいてみよう～

申込：５日（月）9：30 ～

　電話または来館にて受付します　　　

　

≪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 

 　 たいしょう　　　　　ようじ　　　　　　　さい　　　　　　　　　　　　しょうがくせい　　　　ちゅうこうせい　　　　　　　　　　　　　ほごしゃ

　

き

　　　 　にち

1 月７日（土）  

　　　場所：遊戯室
 　　ばしょ　　　　　　ゆうぎしつ　

８日 手型・足型をとろう（粘土）　

９日 手型・足型をとろう（粘土）　

ねんまつおお

 　 がつ　　　　  にち　　　　  ど　　　　

　


