
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。

「行かない」「行きたくない」「行けな

い」「合わない」「休みたい」など。

さまざまな理由で学校を選択しない、し

たくない場合もあると思います。しかし、

平日日中に過ごす場所が無い…。

そんなときも児童館は開いていますよ！

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

子どもたちの
あそび場だよ

好きなように
すごせるよ

子どもの声を
大切にしているよ

子育て情報があるよ 緑区の子育て支援情報や、
子育て講座・イベントなどのチラシがあります

フリースペースもあるよ！

平日の居場所…

次のページ
へつづく！



ジェット達と遊ぼう！～創作一人劇への挑戦～

日時：７月２３日(土) 10:00～11:30

内容：アーティストの「ジェット達」さんと創作劇で遊びます！

対象：小学生～高校生

申込：7月12日(火)～ ※参加無料

夏
の
ア
ー
ト
ひ
ろ
ば

イベント

職員の 日記 座談会 「不登校・苦登校を考える」

昨今の身近な社会課題として、「不登校」という言葉も一般的になった感があります。しかし、

相談窓口や支援機関、法制度などが整備されつつあるとはいえ、実態調査からは、おそらく多くの

当事者が孤立している状況があるようです。今回、「子どものことをもっと知ろう！」という育児

講座企画の一環として、「不登校」、あるいは苦しみながら登校する「苦登校」をテーマに、保護

者の方々の交流、情報交換を目的とした座談会を、去る5月12日に開催しました。

参加者のほとんどの方は小学生、あるいは中学生のお子さんをお持ちの方々で、実際、学校に

行っていなかったり、登校がスムーズにいかなかったりしているというお話を伺いました。なかに

は、「自分の子どもは学校に行っているが、不登校というのは誰にでも起こりうることだと思うの

で、関心があって参加した」という方もいらっしゃいました。その他の参加動機としては、「学校

への対応を知りたい」「他の保護者との関わりを知りたい」「学習について、どうしたらよいか」

などの声がありました。

フリートークの時間では、それぞれの家庭の状況や情報交換、ご自身の悩みを吐露されたり、そ

れに共感する場面があったりと、あっという間に時間いっぱいとなりました。「自分自身の悩みや

課題を解決しなければ…」「親は優しく笑っていればよいとは言うが、そんなの無理！」「子ども

も親に気を遣っているように思う。本音が知りたい。」「子どもは、怠けているわけではないと思

う。」「学校の先生には、よく来たね、と声かけて欲しい。」など、話題は尽きませんでした。

当事者の親としてモヤモヤを言葉にすることは、親自身の助けになると思います。そのためにも、

こうした当事者の親同士のつながりも大切ではないかと考えています。職員としては、今後もこう

いった企画の必要性を感じました。加えて、私たちが普段接している子どもたちの「言葉にならな

い声」を社会に発信していくことの意義を、あらためて感じました。（伊藤）

親たちの

【緑児童館「フリースペース」活動のひとこま】

普段は館内で過ごすことが多いですが、この日は図書館

までお出かけしました。年齢や居住地も異なるメンバー

ですが、安心できる居場所であること、一人ではないか

らこそできる体験が得られるとよいなという想いで日々

子どもたちと関わっています。

関心がある方は、ぜひ職員までお問合せください！



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 ：７月７・１４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 ：７月５・１２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♪

♪申込受付中♪
６月２４日（金）

７月１日・８日・１５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 ：７月２３日（土）15:00～16:00
対象 ：小中高生
内容 ：児童館のことややってみたいことなどを

みんなで話してみよう！毎月開催します。

日時 ：７月１・８・１５・２２・２９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 月1 子ども会議

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！

7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

７月３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。

中高生

小中
高生

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：７月５・１２日（全て火曜日）
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。

小中
学生

フリースペース
（平日の居場所）

日時 ：火～金曜日 ９:00～14:00
※長期休み期間中はありません

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。

詳しくはお問い合わせください。

みどりおもちゃ図書館

７月３日(日) 10:00～15:00
予約制です！
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♪

0歳児
親子

乳幼児
親子

夏の！！にいのみ池プレーパーク

夏休み期間中毎週火曜日は
新海池公園で１日プレーパーク！
0～120歳までどなたでも参加できます！

開催日：７月２６日（火曜日）
※雨天決行・荒天や危険と判断した場合は
中止いたします。

時間：10:00～17:00



緑児童館 7 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

6/26 27 28 29 30 1 2

◎FS

◆あかちゃんひろば

10:00～11：00

★GTタイム

17:00～19:00

3 4 5 6 7 8 9

◆おもちゃ図書
館

休館日 ◎FS ◎FS ◎FS ◎FS

10：00～15：00 ★じゆうひろば ◆あかちゃんひろば

★おもちゃ病院 10:30～12:00 ◇にいのみ池 10:00～11：00

13：30～16：00 ◇ちびっこ冒険ひろば プレーパーク ★GTタイム

10:00～13:00 14:00～17:00 17:00～19:00

10 11 12 13 14 15 16

◆遊育クラブ 休館日 ◎FS ◎FS ◎FS ◎FS
(鳴子中央公園) ★じゆうひろば ◇にいのみ池 ◆あかちゃんひろば

10:30～12:00 プレーパーク 10:00～11：00

◇ちびっこ冒険ひろば 14:00～17:00 ★GTタイム

10:00～13:00 17:00～19:00

17 18 19 20 21 22 23

◆遊育クラブ 休館日 休館日 ◎FS ★夏の
（水広公園） アートひろば

10:00～11:30

★月１

★GTタイム 子ども会議

17:00～19:00 15：00～16：00

24 25 26 27 28 29 30

休館日 ◇夏のにいのみ池

プレーパーク

10：00～17：00 ★GTタイム

17:00～19:00

31 1 2 3 4 5 6

休館日

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。

緑児童館 (地域子育て支援拠点)
〒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

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）

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、フリースペース（９:00～14:00）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。


