★講座のお知らせ★

子どものことをもっと知ろう
～ひらいてみよう！絵本の世界～
開催日：10月7日（金） 時間：10：00～11：00
会場：緑児童館ホール
対象：子育て中の親子
予約不要・参加自由（子どもの同伴可）
緑児童館職員が、それぞれの視点から「絵本」の魅力を語り合います。
後半には参加者からの質疑応答タイムも交えて皆さんで絵本についてお話しましょう♪

無料・
予約不要

利用案内

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

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）

子どもたちの
あそび場だよ
子育て情報があるよ

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

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

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。
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。

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。

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。

児童館での夏休みの締めくくりに、７月の子ども会議で決まった【夏の子ども企画まつりウィーク】を行いま
した。子ども会議で出た「夏に児童館でやりたいこと」を実行するためには何をどうしたらいいか、一緒に考
えて準備を進めました。色々な準備が進むにつれて「自分も企画したい」という子が現れ新しい企画が生まれ
たり、反対に誰も準備をせずに企画が無くなったものやみんなで考えて実現したものなど様々でしたが、４日
間の企画と最後の夏まつりまで「児童館がもっと楽しい場所になるように！」と準備をしてくれました。
企画してくれたみんな、参加してくれたみんな、ありがとうございました♪

当日、発案者は
来ませんでしたが
楽しみにしていた
みんなでルールを
考えて企画しました。

たまにはこんな日が
あっても良いよね♪と
朝からホールを丸ごと
映画館にしました。

「みんなで
スポーツがしたい！」
ということで企画が始まり、
小学生から高校生まで
一緒に楽しみました。 何度も何度も協議を
重ねて見たい作品を
考えました。
7月の子ども会議で決定した夏まつりを8/31に行いました！
夏まつりを一緒に作りたい子たちと週に一度【夏まつり会議】を開催し、会場のレイアウトや参加方法を考えた
り、どんな出店があったらみんなが楽しめるか考えたりしました。夏休み中児童館に遊びに来た時に少しずつ準
備を進めていき、職員が「これやって～」とか「準備進んでる～？」とか声を掛ける間もなく自分たちで自分た
ちのお店の準備を進めていく姿も印象的でした。
夏まつり限定で発行した
オリジナル通貨・MJ（えむじぇい）を
じゃんけん屋で受け取ってから
お祭りに参加できるようにしました。

店長が来なかったので急遽職員が
当初の予定になく突然始まったけん玉チャレンジ。
出店をやりました。そんなこともある。。
５連のけん玉を１回で全て乗せたら500MJ！

！
盆踊りの曲も夏まつり会議で決まりました。
ただ踊るだけでも楽しいけどやっぱり盆踊りは太鼓でしょ！！
ということで地域の太鼓のおじさんに来てもらい太鼓の練習も行いました。
コロナ禍で地域の盆踊り大会も中止になっているところがほとんどの中、
子どもたちのためなら！と、協力していただきました。
アンコールまで全６曲！良い夏休みの締めくくりとなりました。

【楽しかったこと・よかったこと】
・想像の５倍以上人が来てくれた
・店員も店を回ることができて
楽しかった
・ボランティアがいて良かった
・みんなが、自分の作った店を楽しそう
にやってくれたこと
【困ったところ】
・店側が勝つと変な気持ちになる
（じゃんけん屋）
【次やるならこうしたいと思ったところ】
・いろんなお店を作ってみたい
（安い店、高い店、始めのお金が0円の店
etc）
・けいひんをごうかにする
・2日間やりたい

※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。

10月の予定
0歳児
親子

小中高生対象

乳幼児対象

あかちゃんひろば

小中
高生

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♪
10月14日（金）
10月12日（水）９：３０～申込開始
10月21日.28日、11月11日.18日（金）
対象：０歳児と保護者
申込：窓口か電話にて 各回先着4組

月1 子ども会議

日時 ：10月22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。

中高生
乳幼児
親子

カラクマひろば
10月26日（水）

10：00～11：00
対象：就学前の障がいのある子どもの保護者
（子ども同伴可）
申込：10月12日（水）9：30～
窓口または電話にて（先着4組）
◎障がい児サークルのメンバーと
ゆっくりおしゃべりしませんか？
乳幼児
親子

じゆうひろば
10月4日・18日・25日
（全て火曜日）10：30～12：00
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

GTタイム
（中高生の居場所）

日時 ：10月7.14.21.28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♪

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

※長期休暇中の開催はありません

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。

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
10月2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
10月2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♪

※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。

プレーパーク

予約
不要

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

ちびっこ冒険ひろば
開催日：10月4・18・25日（全て火曜日）
時間：10：00～13：00【雨天中止】
対象：乳幼児親子
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♪)

にいのみ池プレーパーク
日時 ：10月6・13・20・27日
（全て木曜日）14:00～17:00
対象 ：0歳から120歳まで
内容 ：自由に外遊びを楽しむ！
※雨天決行

※雨天の場合はホームページに掲載します。

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。

緑児童館

10 月のカレンダー

開館時間 8:45～17:00
日
9/25

月
26

火

水

27

木

金

28

◆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。
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（水広公園）
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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。
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プレーパーク
10：00～ 14：00～17：00
11:00

7
◎FS
◇子どものことを
もっと知ろう
10：00～11：00
★GTタイム
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◆あかちゃんひろば
10：00～11：00

★GTタイム
17：00～19：00

休館日 2
3
4
5
・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）
センター

緑児童館地図
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
HP
LINE
@906gjeag
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。

