
幼    タ イ ム

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 金曜日

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（木）４：００～４：４５

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・得意なことを

発表したい人を募集します！

事務室に声をかけてね！

　１６日（木）

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

   （毎月第３木曜日）
 　 まいつきだい　　もくようび

※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

１日 ひなまつり工作

児    

　　　  ほん

　　　  じむしつ　　　  こえ

　　

          場所：入谷南公園　

　　　　　　  対象：園児親子から

　　　  ばしょ　  いりやみなみこうえん

たいしょう　えんじおやこ

台東区で推進している「大江戸清掃隊」

今回は公園をみんなできれいにしよう！
３：４０までにゆうぎしつにしゅうごうしてね！
   

                たいとうく　すいしん　     　　   おおえどせいそうたい 

      　　                                          　こんかい 

      　　                            

　

場所：遊戯室  

対象：幼児親子から

         ばしょ　     　　　ゆうぎしつ　 

      　 たいしょう    　　　ようじ  　　おやこ　

むかし

   ベーゴマがはじめての子にはおしえるよ！

　スペシャルの中でベーゴマ大会をやるよ！

　　

  ８日 手型・足型をとろう（季節）

園児タイム

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！！

　　☆幼児タイムのない月曜日と火曜日は１１：００から

　　　体操・読み聞かせを行います。

※幼児タイムのない期間（土曜・祝日を覗く）は、毎日行います。

   

　　　　　「足育講座」
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　いきいき台東っ子応援団　野口さんによる
　　　　　　　　　　　　　　

対象：０歳から５歳の乳幼児親子　　

                                       

場所：遊戯室　　

                                       
定員：１０組　　

                                       
※電話または来館にて受付しています。　　

                                       
靴の選び方や足の育て方など
ぜひ知っておきたい知識がいっぱい！
質問コーナーもあります。
                          

「リクエスト」

　

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。

 ばしょ　　 ゆうぎしつ　　　　　      

場所：遊戯室

対象：小学生から　
たいしょう   しょうがくせい　　　　      

２２日（水） ３：３０～４：００

あそんじゃおう

「ベーゴマスペシャル」

１１日（土）３：３０～４：３０
にち　  　ど

～３月のおしらせ～

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

　　　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☆

　

   （毎月第４火曜日）
 　 まいつきだい　　かようび

２８日（火）３：００ ～ 3：３０
　にち　   か

そだてちゃおう

　　　  よよ　　  き　　　　　　　　 ひと　  とくい　　　　　　　　

      　 なか　       　 たいかい　

      　 こ　

　

  

  

　こどもかいぎ

３：３０～４：３０　８日（水）

   （毎月第２水曜日）
まいつきだい　　　すいようび

ｔ

　にち　　すい

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　

 　 

　　　今回は、29 日 ( 水 ) の「おたのしみかい」の

　　　こどもスタッフぎめをします。ポスターや

　　　チケットをみんなでつくって準備をするよ！

      　 こんかい　

      　  じゅんび　

大江戸清掃隊
  おお　え　ど　　　せいそうたい　　　　

３：４５～４：３０

              　こうえん 

      　　                            

おはなしのじかん

JUMP JAM プログラム 
JUMP JAM プログラム 

   ジャン　        ジャン　　　　

今まで遊んだものから選んできめるよ！
　

　　　  いま　　　  あそ 　　　  えら

毎週 木曜日

２日 ひなまつり工作 ９日 アスレチックあそび

３日 ひなまつり工作 １０日 アスレチックあそび

幼児タイムスペシャル

タ イる るん ん ム

２０日（月）、２２日（水）１０：００～１２：００

場所：遊戯室　　

                                       
定員：各日２０組

　　　※遊戯室が混みあった場合は、

　　　お待ち頂く場合があります。　　

                                       

対象：０歳～３歳児の乳幼児親子　　

                                       

申込：10日（金）９：３０～

　　　電話または来館にて受付します。　　

                                       
※詳細は、幼児タイムたより（春号）をご覧ください。

　１３日（月）　１0：0０～１2：0０ 

～昔あそび～
「ベーゴマスペシャル」

　　　　　　　　　ひと　 ぼしゅう　　

　にち　すい

★お誕生日★
 誕生月を迎えましたら職員にお声掛けください。

お誕生日カードをお渡し、お祝いをします★

０歳児は、ハーフバースデー（６ヶ月）も

お祝いします♬

　

対象：現在妊娠中の方とご家族　　

                                       

場所：遊戯室　　

                                       
定員：8組　　

                                       ※来館または電話にて受付します。　　

                                       
１歳未満の赤ちゃんのいる先輩ママに
色々聞いちゃおう！！

                          

　１8日（土）　10：30～11：3０ 

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

「プレママ　プレパパ交流会」　　    

妊婦さん対象

２：００～４：００　２９日（水）

　　　2 月のこどもかいぎで決まった「ちょっとかわった

　　　だるまさんがころんだ」と「映画会」をするよ☆
　　　１年の最後にみんなでたのしくあそぼう♪

　　　こどもスタッフをしたい人は

　　　8 日 ( 水 ) のこどもかいぎに参加してね☆

　　　

　にち　 すい

                がつ 

      　　                            

                き 

      　　                                            えいがかい 

      　　                            

こども自主企画

お楽しみ会

                ねん　　さいご 

      　　                            

 

      　　                            

                ひと

      　　                                            　  にち 　すい　　　　　　　　　　　　　　　   さんか 

      　　                            

　たの　　　　　　 かい　　　　

　じ　　　しゅ　　き　　 かく　　　　

場所：遊戯室

対象：小学生から

定員：20 名

申込：15 日 ( 水 )
４：００～来館にて受付します

　　ばしょ　　　　ゆうぎしつ

　たいしょう　　しょうがくせい

　　ていいん　　　　　  　めい

　　もうしこみ　　　　　    にち　　  すい

      　　　　　にち　　　きん　　

２４日（金） ３：0０～４：0０

    きけんよちトレーニング（ＫＹＴ）は、写真や絵などを見て

　 危険を予想することだよ！　みんなであぶないばしょが

　 どんなところかさがしてみよう☆

　　

  ケーワイティー　　　  しゃしん    え　　  　　   み

    きけん       よそう  　　　　　　　　　　　　　　　

安全について学ぼう！
あん　ぜん　　　　　　　　　　　　　　　まな　　　　

～やってみよう！　危険予知トレーニング～
きけん　　　　　　よ　ち　　　　　　

　

  　たっきゅう　　　　

　　ばしょ　　　　ゆうぎしつ

らいかん　　　　  　　　　　　　　　　

場所：遊戯室

対象：年長～小学 3 年生 ( 年長は保護者同伴 )

定員：20 名

申込：13 日 ( 月 )

9：30 ～電話または来館にて受付します

　たいしょう　　ねんちょう　　しょうがく　　　ねんせい　　 ねんちょう　　　ほ　ご　しゃ  どうはん

　　ていいん　　　　　  　めい

　　もうしこみ　　　　　    にち　　  げつ

でんわ うけつけ

らいかん　　　　  　　　　　　　　　　うけつけ

はっぴょう　　

　１１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　　

                                       

　　　　　「無限ビー玉めいろをつくろう☆」
　　　　　　　　　　　

場所：遊戯室　　

                                       

ずっとグルグル回る？不思議なビー玉迷路をつくろう☆

　　　　　「さくらまつり」
　　　　　　　　　　　　　　　内容：さかなつり・まとあて・缶バッチコーナーなど

　　　　
　　　　　　　　　　　

♦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。

申込：６日（月）９：３０～　　

                                       

      　 にち　      　 すい　


