
中高生タイム　

中学生・高校生対象事業

館内・館外の日常活動、行事の時のケガ・

事故に対し年間を通じて補償を受けることが

います。（保険料　800 円 / 年間）

※詳細チラシが児童館にあります。

    申込み締切日は２7 日 ( 月 ) です。

できる「スポーツ保険」の加入をお勧めして

児童館利用について
児童館は、新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら運営しています . 引き続きご協力おねがいします。　

《利用について》

⑴対象　　　乳幼児親子・園児親子・小学生・中学生・高校生

⑵利用日　　月曜日～土曜日（日曜日・祝日を除く）

⑶利用時間　午前９時３０分～午後６時

⑷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。　

《中高生タイムについて》

⑴実施館　　池之端児童館・今戸児童館

⑵対象　　　中学生・高校生

⑶利用日　　月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・祝日を除く）

⑷利用時間　午後 6 時～午後７時　

《利用方法について》

⑴3 密（密閉・密集・密接）を防ぐため、館内が混みあった場合は、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。

⑵体調が悪い方のご利用はご遠慮ください。

⑶検温、手指消毒、こまめな手洗いにご協力ください。

⑷マスク・靴下の着用をお願いします。（乳幼児を除く）

⑸水分補給用の飲み物以外の飲食は、ご遠慮ください。

　

※児童館では、ものづくりに使う材料や遊具、本などを地域の皆様から頂き、
活用させていただいています。いつもご協力いただき、ありがとうございます。

 

☆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

 

台東区社会福祉事業団ホームページ
http://taitoswc.org

松が谷児童館では下町の美しい心作りの一環として

「あいさつ運動」 に参加し推進しています

台東区松が谷 4－15－11
〒111-0036

TEL　３８４１－６７３４
FAX　３８４２－４３５７

  松が谷児童館　テーマ

あそぼう！はなそう！みんなのじどうかん～つながりの輪を広げよう～

まつがおー
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～

〇〇

 

　　　　　　　　　　　　　　                                　　　 　　　　　  

地図

うえの方面

☆児童館には自転車置き場がないので歩いて遊びに来てね♬

児童館であそぶときは「くつした」をはいて、「マスク」もしてね
  じどうかん　　　　　　

  れいすいき　　　　　　　　　     

新型コロナウィルスの感染状況によって、行事内容を変更・中止する場合があります。ご了承ください。
 しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　　かんせんじょうきょう　　　　　　　　　　　ぎょうじないよう　　へんこう　　ちゅうし

  

  ばあい　　　　　　　　　　　　　　　りょうしょう

冷水機がつかえないので、のみものをもってきてね !

〇〇

         

       

　　　　      

　

　　

利用時間：午後 6：００～ 7：0０

実施館    ：池之端児童館・今戸児童館

利用日    ：月曜日～金曜日（祝日を除く）

《その他》

・マイタオル・ハンカチ、水分補給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）にて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、感染予防対策に取り組んでいます。　

し     めん  じょう　  　　き　  じ　　　     しゃ  しん　　　　　　　           む     だん   てん   さい　　       ほうりつ　　　　　　　 　　　きんし

令和４年度　台東区児童館合同行事「下町こどもステージ」

　２月５日（日）生涯学習センターミレニアムホールにて「下町こどもステージ」を開催しました。
当日は、各児童館から 11 チームの子供達が歌やダンス、楽器演奏等、日頃児童館で行っている活動を
発表しました。コロナ禍で３年ぶりのステージ開催となりましたが、子供達の頑張る姿といきいきと輝く
姿を、児童・保護者の皆様をはじめ、たくさんの関係各所の方々にご覧いただくことができました。
ありがとうございました。
　　松が谷児童館ではダンスとけん玉、フラフープを組み合わせた「つばめぐみ」と、
SDGS の大切さを歌やダンス、運動遊びで表現した「ちきゅうぐみ」がエントリー。
当日観に来た大勢のお客さんを前に堂々と演じることができました。「緊張したけど
楽しかった」や「来年もまた出たいです」「家族にみてもらえて嬉しかった」
など、ステージが子供達にとって充実した期間や場となりました。

　・ニュースたいとう内台東かわらばん
　　　　( 番組内で３分程度 )

放映日：３月１２日 ( 日 ) ～３月１８日 ( 土 )
　時間：①９：００～９：２０　②１３：００～１３：２０

　　　　　 ③１７：００～１７：２０　④２１：００～２１：２０

・トピックたいとう「令和４年度　下町こどもステージ」

放映日：３月１９日 ( 日 ) ～３月２５日 ( 土 )
　時間：①９：３０～９：５０　②１３：３０～１３：５０

　　　　　 ③１７：３０～１７：５０　④２１：３０～２１：５０

ステージの様子が放送されます！！         
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火月 金水 土日 木

おやすみ

春休み（29 日）　　　2：００～４：４０

おやすみ       　

JUMP-JAM

あそんじゃおう
るんるんタイム
 

大江戸清掃隊

おはなしのじかん

そだてちゃおう

　じゆうこうさく　　

　　　　

　　　

　　　　　

おやすみ

こどもかいぎ

　（とんかちやのこぎりを使った木工作が出来る日です。）　　　
　　　　　

幼児タイム

・・バナナクラス（1 才）
・・ぶどうクラス（2・3 才）
・・ りんごクラス（0 才）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　 　　　　　  

おやすみ       　
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がつ　　   じどうかん 3 月の予定
よ   てい

おやすみ       　

足育講座

染物教室

安全について学ぼう

お楽しみ会

プレママ・プレパパ
　　　交流会
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さくらまつり さくらまつり

令和５年度

スポーツ保険について　

令和５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。

※３月１日（水）より申し込みを開始します。

今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放課後対策担当

03-5246-1235


