
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

せんぞく
じどうかん

tel  ：03(3874)1714〒111-0031

台東区千束 3-20-6 fax : 03(3874)1716

※児童館活動の紹介・掲示・報告書などに写真を使用させていただくこともあります。不都合な場合は、お手数ですが児童館までお知らせください。

千束児童館テーマ

台東区社会福祉事業団

児童館・こどもクラブ　運営方針

～元気な台東区で　育てたい　育ちたい～

地域に出よう！ひろげよう！児童館！千束児童館は下町台東の美しい心づくりの一環として「あいさつ運動」に参加し推進しています。

はぐくもう　豊かな心！

そだてよう　生きる力！
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4 月

2023

※児童館に来る際は、徒歩での来館を

　ご協力お願いいたします。

遊びながら児童館の利用のしかたを知れる楽しいツアー行います！図書室・図工室で「かんたん工作」、

遊戯室・屋上で「うんどうあそび」をしながら館内を一緒にまわろう！たくさんの参加お待ちしています！

定員：先着 15 名程度　　申込み：当日受付 対象：小学生以上 
ていいん　  せんちゃく           めいていど　　    　もうしこ          とうじつうけつけ　　　  たいしょう     しょうがくせいいじょう

がつ　　　　　　　にち　 すい                      にち　 きん

４月１２日(水)～１４日(金)　３：００～４：３０

常 の 活 動日
にちじょうにちじょう かつどうかつどう

平日　3 ： 00 ～ 5 ： 00　　土曜日　１ ： ３０ ～　３ ： ３０

毎週水曜日 ・ 土曜日図工室の時間図工室の時間
　　ずこうしつ　　　　　　　　じかん

　まいしゅう　すいようび　　　　　　　どようび

　　へいじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 どようび

図工室では、木や粘土、廃材などの素材をつかった自由工作をすること

ができます。はじめて工作する子も、職員が工具の使いかたから、ものの

つくり方までていねいに教えます！ぜひ、いろんな工作を作りにきてね♪

入学・進級おめでとうございます。

今年度もたのしいことをたくさん計画しているので千束児童館にいっぱい遊びに来てください！

にゅうがく　   しんきゅう

こんねんど　　　                                                                           　けいかく　　                                     　せんぞくじどうかん　　                                あそ　　　       き

新１年生・児童館に遊びにきた

ことのない人にもオススメ！

* 晴れたら屋上でうんどうあそびをするので、うんどうぐつをはいてきてね。
  は                           おくじょう

スタディたいムスタディたいム

毎週木曜日毎週木曜日

定員：６名程度定員：６名程度
ていいん　　　　　 　 めい    ていどていいん　　　　　　  めい    ていど

まいしゅうもくようびまいしゅうもくようび

申込み ： 当日受付
もうしこ　　　　　　　とうじつうけつけ

申込み ： 当日受付
もうしこ　　　　　　　とうじつうけつけ

４:００～５:００４:００～５:００

児童館で落ちついて宿題や勉強ができるよ！ドリルも

あるのでやってみたい人は職員に声をかけてね。

  じどうかん　    　 お　　  　　　　     しゅくだい    べんきょう　　　

  ひと　　　しょくいん　　こえ

ベランダにはいろんな種類のお花がたくさんあります。

グリーンリーダーさんと一緒にお世話をしませんか？

しゅるい　　　 はな

いっしょ　　     せわ

毎週金曜日
まいしゅうきんようび

４:３０～４:５０

定員：６名程度
ていいん　　　　　　  めい      ていど

たい

そだて隊

申込み ： 当日受付
もうしこ　　　　　　とうじつうけつけ

たい

そだて隊
今月は季節のお話の読み聞かせをします。

みんなが読んでいる、おすすめの本も

お友だちに紹介しよう！

こんげつ　　   きせつ　　　    はなし        よ　　     き

よ　　　　　                                                     　ほん

とも　　　　       しょうかい

デイ

みんなDAYみんなDAY
デイ

26 日（水）４:００～４:３０
にち　　　　  すい

対象：幼児親子以上 定員：１２名程度
たいしょう　　　　　　ようじおやこいじょう ていいん　　　　　　　　　 めい    ていど

申込み ： 当日受付
もうしこ　　　　　　　とうじつうけつけ

対象：幼児親子以上 定員：１２名程度
たいしょう　　　　　　ようじおやこいじょう ていいん　　　　　　　　　 めい    ていど

申込み ： 当日受付
もうしこ　　　　　　　とうじつうけつけ

 

・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。

【利用について】 【その他】

ようじ　　　　　　           えんじ　　　　　　   　　かんぎょうじ　   　じっし

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

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

（１）体調の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。

（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

  （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。)　
　　　　　　　 

【利用方法】

　　　

 たいちょう　  わる　 　かた　  　りよう　　　　　えんりょ

　じっし　　　　　ぎょうじなど　 せいしつ     ないようなど　　おう　　　　　　　　　 ちゃくよう　　　ねが

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

りようにんずう　　   せいげん

けんおん　    しゅししょうどく　　　　　　　　　　　てあら　　　　　   きょうりょく

児童館の利用について

日頃から児童館の運営にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。児童館は、新型コロナウィルス感染予防対策を行いながら運営をしています。

ご不便をおかけしますが引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

ひごろ　　　　　　  じどうかん　　　  うんえい　　　　　  りかい　　　　  きょうりょく　　　　　　　　　                                                                                     じどうかん　　　　      しんがた　　　　　　                                    かんせんよぼうたいさく　　　 おこな　　　　　             うんえい

ふべん　　　　                                                ひ         つづ　　　　　　   　りかい　　　     きょうりょく　　 　   ねが　　  いた

じどうかん　  　             ていきてき　　　 かんき　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　じっし

　　かんせんよぼうたいさく　　    とりく　

welcome

じどうかん

あそ　             　　じどうかん　　りよう　　　　　　　　　   し　         たの　　　　　　　　  おこな　                 としょしつ　　　ずこうしつ　　　　　　　　 　　こうさく　　　

　 ゆうぎしつ　　おくじょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんない　いっしょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんか　　 ま

じどうかんじどうかん

せんぞくじどうかん
キャラクター

「せんぞーくん」

　ずこうしつ　　　　    き        ねんど　　はいざい　　          そざい                             じゆうこうさく

　  こうさく　　　 こ　　　　しょくいん　こうぐ　　つか

　  から　　　　　　　　　　　　 おし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうさく　 つく

入館表記入のお願い

　入館表は緊急時などの連絡に使用するためです。入館票・来館票の個人情報に

つきましては、他の目的には使用いたしません。また、各児童館で責任をもって

管理いたします。

≪らいかんひょう≫　 月　 日 　時 　分

なまえ ：

でんわ ：

がっこうめい ：

がくねんに〇してください

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

千束　太郎
0×0-1234-5678

○○小学校

〇

4 〇 〇 〇
入　館　表

千束児童館を利用したいので、入館票を提出します。

たいとうく

台東区

学校　　　　　　年

※　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

にゅう　かん　  ひょう

住　所

名　前

緊急
連絡先

年　齢

学校名
学年

千束　太郎

〇

年　　　月　　　日202×　　4　   〇

〇

□ 小・中・高校生
□ 幼児親子　□一般

丁目　　番　　号千束 〇 〇 〇

0×0-1234-5678
歳　　男 ・ 女

○○小 〇

にゅうかんひょうきにゅう　　　　　　　  ねが

にゅうかんひょう　きんきゅうじ　　　　　     れんらく　　  しよう                                                  にゅうかんひょう　らいかんひょう　こじんじょうほう

児童館を初めて利用する時、また、年度が変わった

4 月には再度新しい学年で記入していただきます。

じどうかん　　はじ  　　　りよう    　　とき　　   　　　　ねんど　  　か　

　  がつ　　　さいどあたら　　  がくねん　 きにゅう　　　　　　

児童館に遊びに来た時は必ず記入して

ください。

じどうかん  　あそ　　　   き　　とき  かなら　きにゅう　　　　　　

ほか　　 もくてき　　　　  しよう                                                                          かくじどうかん　　　せきにん　

かんり



・ 利用人数 ： 親子１３組　 ・ 利用方法 ：  予約制  （先着順）

・利用希望日の前日に午前９時３０分～午後 5 時 00 分の間に児童館へ電話または来館して予約します。（キャンセルの場合は必ず連絡してください。）

・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、当日の午前９時３０分～午前 10 時３０分の間にお問合せください。お問い合わせの時点で空きがあれば、ご利用できます。）

・水分補給用の飲み物以外の飲食はご遠慮ください。

よちよちクラス（０～１歳） ぐんぐんクラス（２～３歳）

対　　象：０～１歳の乳幼児親子

実施場所：千束児童館　遊戯室

実施時間：毎週木曜日（初回：４月１３日）

　　　　　午前１０時３０分～午前１１時３０分

対　　象：２～３歳の乳幼児親子

実施場所：千束児童館　遊戯室

実施時間：毎週金曜日（初回：４月１４日）

　　　　　午前１０時３０分～午前１１時３０分

★幼児親子むけ活動★★幼児親子向け活動★

幼児タイムは 4 月 13 日 ( 木 ) より開始します。

すくすく下谷クラス（０～３歳）

対　　象：０～３歳の乳幼児親子

実施場所：金杉区民館下谷分館

実施時間：毎週木曜日（初回：４月１３日）

　　　　　午前１０時３０分～午前１１時３０分

中高生タイム
中学生・高校生対象事業

中高生専用の時間です。  
月曜日～金曜日　午後６時～７時

※専用の登録が必要です。詳しくは

   中高生タイム案内をご覧ください。

 池之端児童館 （池之端 2－3－3）

☎3823 ‐ 6644

令和 5 年度ランドセル来館のお知らせ

今戸児童館 ( 今戸１－３－６）

☎3876 ‐ １656

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を過ごすものです。

こどもクラブとの併用はできません。

＊昨年度登録した方も再度申込みが必要です。

＊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）

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

@462wmlzl

千束児童館

友だち募集中！友だち募集中！

　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

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。

welcome

日　時：19日（水）　３：００～４：００　/　申込み：5日(水)９：３０～

対　象：幼稚園に通う３～６歳児　/　定員：10組　/　参加費：無料
＊児童館へ電話または来館での申込み

児童館でうんどうあそびやかんたん工作をしてあそぼう！はじめての親子も大歓迎！！

ＬＩＮＥ公式アカウント登録お願いします！
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♪

＊友だち追加していただくと

　ノートが受け取れるクーポ

　ンが配信で届きます。

　来館した際にクーポンを提

　示するともらえます。

　１アカウントにつき１冊と

　なります。

お友だちに登録していただくと

B6 サイズ

台東区児童館オリジナルノート台東区児童館オリジナルノート
ＬＩＮＥ公式アカウント登録お願いします！

をプレゼント！をプレゼント！

「児童館であそぼう！」「児童館であそぼう！」「児童館であそぼう！」

３月８日実施　　　２６名参加

３月１６日実施

園児タイム

令和 5 年度スポーツ保険について

　3 月 16 日 ( 木 ) に「千束児童館 地域懇談会」を４年ぶりに開催しました。当日は町会

長や民生委員・児童委員、主任児童委員、青少年委員、学校、PTA 等 22 名の方々にお越

しいただき、スライドや資料を交え、今年度の児童館の活動報告を行いました。

　報告後は、グループ毎に「これからの児童館に期待すること」をテーマに、地域の方た

ちと真剣に熱く語り合い、多くの貴重なご意見をいただくことができました。いただいた

ご意見を今後の児童館運営に活かしていきたいと思います。当日はお忙しい中、ご出席い

ただきありがとうございました。

「そだて隊花とみどりのコンテスト ・ 児童館作品展ほめるのカード授与式」「そだて隊花とみどりのコンテスト ・ 児童館作品展ほめるのカード授与式」

　区が主催する「花とみどりのコンテスト」で千束児童館が受賞したことを

児童館で改めて報告と活動を頑張ってきた子供達に賞状の授与式を行いまし

た。当日は、共に活動しているグリーンリーダーの方々も児童館にお招きし

一緒に受賞の喜びを分かち合いました。また、児童館作品展に出展した子供

達に、鑑賞された方からいただいた作品へのコメントをまとめた「褒めるの

カード」授与式も行いました。それぞれの子供達が“褒められる”“認められ

る”経験をとおして、一人ひとりの自信に繋がる会になりました。

▲地域懇談会の様子

▲志賀館長から子供達に賞状の
　授与を行いました。

◀
グ
ル
ー
プ
討
議

▶
グ
ル
ー
プ
発
表

「令和４年度　千束児童館 地域懇談会」「令和４年度　千束児童館 地域懇談会」

▲子供達とグリーンリーダーの方々と記念撮影


