
緑児童館のコロナ対策
• 手の触れる場所の消毒を閉館後に実施
• 館内の常時換気
• 感染状況に応じた、ホールの利用制限

※現在、ホールでの運動器具・遊具の使用
（卓球、バスケットボール等、跳び箱、鉄棒、
マット運動、一輪車）は利用を制限させてい
ただいております。

来館時にご協力をお願いします
① 受付にて、検温と消毒をお願いいたします。
② 館内で遊ぶときはマスクの着用をお願いします。マスクを

するのがつらいときは、人と十分な距離をとって、マスク
を外すなどの対処をお願いします。

③ 児童館に入れる人数や時間を制限する可能性があります。
人が多くなってきたときや、長時間遊んでいる人には声を
かける場合があります。

通学（園）している学校・園が休校（休園）期間中は、児童館の利用をお控えください。

緑児童館からのお知らせ

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、館内の利用に制限を設けたり、ご利用のみなさまにご協力をい
ただいたりしながら運営しております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
緑児童館は今までも日常の居場所としての機能を大切に運営してきました。コロナ禍である程度の制限もあ

りますが「のんびりと過ごす」ことのできる場であるように、子どもたちが少しでもホッとできる場であるよ
う環境を整えています。

ある日出勤すると、事務所に
模造紙が置いてあった。「QR
コード作り途中」というメモ
とともに。とある小学生がじ
どうかんだよりに載ってるQR
コードを見て、模造紙に手書
きする！と始めたらしい。
3日間ひとりで作業を続け…
ついに完成。しかも本当にス
マホで読み取れる。

…ちょっと私もやってみたい
かも。そうして始まったQR
コードづくり。その様子をま
とめてみました。
（職員 つげ）

次のページ
へつづく！

利用時間：8:45～17:00 開館時間中、好きな時間に利用できます。

休館日 ：祝日・毎週月曜日 （学校の長期休暇期間中は日曜日）

対象 ：0歳から18歳までの子どもとその保護者（未就学児は保護者の同伴が必要です）

利用案内

無料・
予約不要

0～18才の
子どもは
だれでも
来れます

いつ来て
いつ帰っても
いいよ

児童館 なんかひまだな そんなとき…



あそびのえにっき～QRコードづくり編～

■わかったこと

① 【遊びからひまがうまれる】…私「なんでQRコード作ろうと思ったの？」
小学生「えー、ひまだったから。ひまつぶし！」なんとシンプルな答えだろう。
ひまだからやってみる。ただやりたいからやってみる。なんか楽しそうだからやってみる。遊びには
目的や理由はなくてもいいけど、時間的なゆとり＝「ひま」が必要ってことなのかもしれない。

② 【遊びは自分探しの旅？】…この遊びだけでなく、自分はよく「失敗しないように」やろうとする。
これもひとつの「自分らしさ」かも？自由な遊びの中では正解・不正解がない分、自分はこういう風
にやりたい人なんだ～と感じるきっかけが多い気がする。 遊びだから失敗しても別にいいんだけどね。

③ 【遊びは心の安定剤？】…なんだかもやもやすることがあった日。家に帰ってからも、ひたすらマス
目を黒く塗りつぶしていた。そのうち、もやもやしたことはいつの間にか忘れていた。きっとまた考
えるだろうけど、すっきりした気持ちで1日を終えることができた。

■ひとこと おとなも遊んでみると、遊んでる時の子どもの気持ちがわかる…かもしれない。

■1日目 ■２日目

マス目を鉛筆書きするところ
からスタート。これは大変だ
…もう、となりの部屋に消し
ゴムを取りに行くのもめんど
くさい。

■３日目

完成
読み取れた‼

慣れると楽しい。丁寧でも適当でも
自分が楽しいと思うようにやろう。
子どもたちもそんなふうに遊んでいる
気がする。

QRコード師匠（小学生の作者）もめんどく
さいとか大変だとか、ぶつぶつ言いながら
もやってたらしい。なんだ、私と一緒か。

職員も
やってみた

遊育（ゆういく）クラブ
～「子どもが生き生き遊べる場」を地域に作ろう！サポーター募集～

このクラブでは「子ども」「遊び」「子育て・子育ち」などについて、みんなで一緒に考えていきます。
実際にスタッフとともに「プレーパーク」（屋外の遊び場）に参加しながら、「子どもにとっての遊び」や
「子どもとの関わり方」を学んだり、他の参加者と情報交換をしたりすることができます。お父さんの参加、
大歓迎です！ きっと私たち大人の意識が変わることで、子どもにとって「まち全体が遊び場」になるは
ず！？ 大人も遊びながら、「子ども観」「遊び観」について、一緒に考えてみませんか？

当クラブ活動の企画にあたり、緑区子育て支援ネットワーク「子どもが育つ地域のつながりづくり事業」
（事務局：緑区役所民生子ども課）として開催している「プレーパーク」を会場とします。

原則、上記日程で開催予定です。
いずれかのプレーパークに毎回参加しなければいけないわけではありません。
月１でも、もっと少なくても、参加できる時でOK！

めんどくさ～

開催予定日
第２日曜日 なるこプレーパーク（鳴子学区）
第３日曜日 みずひろプレーパーク（鳴海東部学区）
第４日曜日 サバンナプレーパーク（大高南学区）

開催時間：10時～16時 ※出入り自由

●対象：親子 ●定員：10組程度
●申込：随時募集中

電話または窓口にて受付
●参加費：無料

2022年度 クラブ員の募集

親子



緑児童館では、新海池公園で週2回、屋外の遊び場を開催して
います。どちらも開催時間中、好きな時間に参加できます♪

どこでやってるの？

どろんこ遊び・森へのおさんぽなどを楽しんでいます。
着替え持参、汚れてもいい服装で来てね。(おとなも♪)

日時 ：４月７・１４・２１・２８日
（全て木曜日）14:00～17:00【雨天決行】

対象 ：0歳から120歳まで
内容 ：自由に外遊びを楽しむ！

日時 ：４月１２・１９・２６日
（全て火曜日）10:00～13:00【雨天中止】

※中止の場合はホームページに掲載します。
対象 ：乳幼児と保護者

プレーパーク

ちびっこ冒険ひろば

予約
不要

にいのみ池プレーパーク

内容…仲間づくり、子育ての疑問・不安の
共有など。少人数でゆったりおしゃべりし
ましょう♪

４月12日(火)9:30～申込開始
4月22日、5月6日・13日（金）

10:00～11:00

対象：0歳児と保護者
申込：窓口か電話にて 各回先着4組

日時 ：４月７・１４・２１・２８日
（全て木曜日）10:00～13:00

対象 ：小中学生
内容 ：ちょっとしたプログラムに参加できます。

日時 ：４月１・８・１５・２２日
（全て金曜日）17:00～19:00

※コロナウイルス感染拡大防止のため開催日を減らして開催

対象 ：中高生
内容 ：館内で自由に過ごせます♪

あかちゃんひろば

フリースペース
（平日の居場所）

じゆうひろば

GTタイム
（中高生の居場所）

新海池公園内、旭出コミュニティセンター
隣の広場です。木の小屋が目印！

４月の予定 乳幼児対象 小中高生対象

ボランティアグループによるイベント

名古屋おもちゃ病院 とんかち
４月１０日(日)13:30～16:00

予約不要です！
壊れたおもちゃの修理をしてくれます。

みどりおもちゃ図書館
４月１０日(日)10:00～15:00

予約制です！（4月は埋まっています）
申込：磯谷さん(052)878-8325まで。

いろんなおもちゃで遊べます。貸出もあり♪

乳幼児
親子

0歳児
親子

中高生

小中
学生

プレーパークとは？…子どもが自由に過ごせる環境を整えた、「遊びを通じて自ら育つ」ための野外の
あそび場です。子どもたちが「今」やりたいことができる。 そんな場所にしたいと思っています。

※新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合があります。
来館前にHPをご覧ください。

日時：４月１２・１９・２６日
火曜日 10:30～12:00

※開催時間中、好きな時間に利用できます。
内容：トランポリンやトンネルなどで自由

に遊べます。
対象：乳幼児と保護者 申込：不要

※新型コロナウイルス感染状況によっては開催を中止いたします。
最新情報はホームページにてお知らせします。



緑児童館 〒458-0033名古屋市緑区相原郷2-701
TEL・FAX (052)623-9656 Mail m-jidoukan@smile.odn.ne. jp
HP https://midorijidoukan.com/
Twitter https://twitter.com/midori_jidoukan
LINE @906gjeag

緑児童館 4 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

3/27 28 1 2

★GTタイム

17:00～19:00

3 4 5 6 7 8 9

休館日 ★フリースペース ◆あかちゃんひろば

10:00～13：00 10:00～11：00

◇にいのみ池

プレーパーク ★GTタイム

14:00～17:00 17:00～19:00

10 11 12 13 14 15 16

◆おもちゃ図書館 休館日 ★じゆうひろば ★フリースペース ◆あかちゃんひろば

10：00～15：00 10:30～12:00 10:00～13：00 10:00～11：00

★おもちゃ病院 ◇ちびっこ冒険ひろば

13：30～16：00 10:00～13:00 ◇にいのみ池 ★GTタイム

◆遊育クラブ プレーパーク 17:00～19:00
(鳴子中央公園) 14:00～17:00

17 18 19 20 21 22 23

◆遊育クラブ 休館日 ★じゆうひろば ★フリースペース ◆あかちゃんひろば
（水広公園） 10:30～12:00 10:00～13：00 10:00～11：00

◇ちびっこ冒険ひろば ◇にいのみ池

10:00～13:00 プレーパーク ★GTタイム

14:00～17:00 17:00～19:00

24 25 26 27 28 29 30

休館日 ★じゆうひろば ★フリースペース 祝日・休館日

10:30～12:00 10:00～13：00

◇ちびっこ冒険ひろば ◇にいのみ池

10:00～13:00 プレーパーク

14:00～17:00

休館日
・月曜日（市立の小学校の夏休み・冬休み・春休み期間中は日曜日）
・祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館）
・年末年始（12月29日から1月3日まで）

みどりじどうかんからのお願い・・・
• 児童館では子どもたちに貴重品（

現金、ゲーム機など高価なもの）
を持ってこないよう、やむを得ず
持ってきた場合は事務所に預ける
よう掲示や声かけをしています。
万一紛失や盗難等があった場合、
児童館では責任を負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。

• 駐車場は8台程度と数に限りがあり
ますので、お越しの際は公共交通
機関をご利用ください。また、場
内駐車禁止部分や近隣施設駐車場
への駐車はご遠慮ください。

• 児童館隣接の公園は住宅密集地に
ありますので、節度ある利用をお
願いいたします。

HP LINE

緑児童館は名古屋市の指定管理を受け、特定非営利活動法人こどもNPOと名古屋市緑区社会福祉協議会
のコンソーシアムによって管理･運営をしています。

市バス
「緑保健センター」下車徒歩３分

新海池公園地図
★マークがちびっこ冒険ひろば、

にいのみ池プレーパークの会場です。

緑児童館地図

センター

◆は、事前申し込みが必要です。
★は、申込不要･自由参加です。
◇は、移動児童館事業です。
会場は新海池公園内にいのみ池
プレーパークです。


