
令和 ５ 年度　スポーツ保険について

　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）

【保険料】　　こども（中学生以下）800 円／ 1 年　　高校生以上　1,850 円／ 1 年

【締め切り】　４月分締切　２8 日（金） ＊詳しくは児童館にある申込書をご覧ください。

台東区のじどうかん『みんなで幼児タイム』

台東区公式 YouTube チャンネル配信のご案内

アンパンマン

たいそう
パート 1

パート 2
にんげんって

いいな

　児童館職員による幼児タイムを撮影した番組を台東区の

公式 YouTube チャンネルで配信しています。

ご家庭でも、ぜひ幼児タイムをお楽しみください。

ＬＩＮＥ公式アカウントはじめました

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

@092chbag

池之端児童館

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！

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。

＊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）

お友だち登録で
オリジナルノート

プレゼント♪

　　　　　　　児童館利用についてのお知らせ
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。

≪利用について≫
　（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。
≪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
≪利用方法について≫
　（１） 体調が悪い方の利用はご遠慮ください。
　（２） 検温、手指消毒、こまめな手洗いにご協力ください。
　（３） 実施する行事等の性質・内容等に応じてマスク着用をお願いすることがあります。
　（４） 水分補給用の飲み物以外の飲食は、ご遠慮ください。
≪その他≫
　・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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 台東区教育委員会児童保育課放課後対策担当
　　　　　　電話　０３（５２４６）１２３５

身長計や体重計も用意しています。

お気軽に職員にお声かけください。

　幼児タイムでは、家ではなかなかできない児童館ならではのダイナミックな遊びから

親子でゆったりとふれあう遊びまで年齢に合わせた様々なプログラムを行っています。

☆幼児タイム以外の時間も児童館で遊べますので、是非遊びに来てくださいね！

毎週水曜日  10 ： 30 ～ 11 ： 30 毎週金曜日  10 ： 30 ～ 11 ： 30

スマイルベイビー （0 ・ 1 歳児）スマイルベイビー （0 ・ 1 歳児） ハッピーキッズ （2 ・ 3 歳児）ハッピーキッズ （2 ・ 3 歳児）

4 月 12 日 （水） 4 月 14 日 （金）

令和 5 年度幼児タイム開始日令和 5 年度幼児タイム開始日

☆令和 5 年度幼児タイムプログラムの詳細は後日発行の幼児タイムたより、

　または池之端児童館公式 LINE の配信、台東区社会福祉事業団ホームページからご確認ください。

＊3 月 1 日 ( 水 ) より申し込みを開始します。昨年度登録した方も再度申し込みが必要となります。

≪らいかんひょう≫　　月　　日　　　時　　分

なまえ ：

でんわ ：

がっこうめい ：

がくねんに○してください

１・２・３・４・５・６ねんせい

中学１・２・３／高校１・２・３

幼児　　　　　　　　歳　 ・ 　大人

児童館に初めて来たら入館票を書こう！ 

 2 回目からは来館票を書いてね。

入　館　票

年　　　　月　　　　日

台東区立児童館

住　所

名　前

緊急連絡先

年　齢

学校名・学年

台東区　　　　　　　　　　　　　丁目　　　番　　　号

学校　　　　　　　　　　　　　年　　

にゅう　　　かん　　ひょう

第 3 号様式（第３条関係）

□小・中・高校生

□幼児親子　□一般

池之端　　児童館を利用したいので、入館票を提出します。

TEL            （　　　　）

歳　　　男　・　女

※幼児親子の方と一般の方は、裏面もご記入ください。

台東区立児童館

第 3 号様式（第３条関係）

○幼児親子の方は、こちらもご記入ください。

○一般の方は、こちらもご記入ください。

児　　童

名　　前　　　　　年　齢　　　　　　　　園　　名

利用目的
ボランティア・実習生・見学

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（表面）

入館票 来館票

入館票・来館票に記載された連絡先は災害時等

の緊急連絡の際に使用します。

来館前にお子さんと住所、連絡先の確認を

お願い致します。

来館票を書いたら、来館票入れに入れてね。

日にちと来た時間、電話番号も忘れずに！

らいかんひょう　    か　                          らいかんひょうい　             い

ひ　                     き　       じ  かん　    でん  わ  ばん ごう　    わす

にゅうかんひょう らいかんひょう

じ   どう かん　　    はじ　           　き　   　       にゅう かんひょう　　    か

 かい  め　　　　              らい かんひょう　    　か

（裏面）

幼児タイムのお知らせ

音が鳴る車のおもちゃや恐竜のパソコンが、

新しく入りました！

としょしつやゆうぎしつで

遊ぶことができるので、

ぜひ児童館に来て遊んで

みてください！

おと　　　   な　　     くるま                                                きょうりゅう

じ    どう  かん            き            あそ

  あたら                 はい

恐竜マウスのパソコン
　きょうりゅう

☆ 新しいおもちゃが入りました！★★ 新しいおもちゃが入りました！★ 
あたら                                       はいあたら                                       はい

入館票 ・ 来館票の書き方
にゅう かん ひょう　　     らい  かん  ひょう　　　    か　         かた

あそ

音が鳴る働く車
おと　        な　     はたら      くるま


