
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。

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

★12月のイベントのお知らせ★

日時 ：12月28日(水)

15:00～おわるまで

対象 ：児童館にいるみんな

内容 ：1年遊んだ児童館をみんなで

ピカピカにしよう！！

大そうじ大会避難経路でおさんぽビンゴ
日時 ：12月1日(木)

10:30～11:30

対象 ：館内利用中の方

内容 ：児童館から六田公園までフィールドビンゴ

しながらお散歩します！参加したい方は10：30ま

でに児童館ホールに来てね♪



開催日：１２月１５日（木）
時 間：10：30～11：30
会 場：緑児童館ホール
対 象：乳幼児親子
申込不要・自由参加

わらべうたを通して親子でスキンシップ♪

コロナ感染拡大防止のため、ずっと休止状態だった乳幼児向け
のひろばや、クラブ等を感染対策をしながら少しづつ再開して
います。
コロナ禍こそ、孤立しがちな乳幼児親子たちが交流できる機会
をつくりたいこと、「わらべうた」特有の意義に触れる場を提
供したいことから、毎月1回開催していた「わらべうたひろば
(乳幼児親子対象)」を11月より再開する運びとなりました。
なるべく気軽に参加できるよう、あえて予約制ではなく自由参
加にしました。
部屋から澄んだ、素敵な歌声が聴こえてきて、遊び歌や体を動
かして赤ちゃんとの触れ合いが展開されたり、講師の方からは
幼児期の発達や遊びの大切さ、親子のコミュニケーションにつ
いてお話もありました。およそ3年弱振りの「わらべうたひろ
ば」はあたたかな雰囲気で無事に開催できました。
今後も情勢を考慮しつつ、定期的に続けていきたいと思います。
（伊藤）

先月に続き、絵本について語る会を行いました。
今回はスタッフだけじゃなく、参加者さんもおすすめの絵本を持ってきてくれて、「なぜこの絵本が好きか」
「この絵本のおすすめポイント」などを発表してもらい、それをきっかけに意見交換しました。
自分が子どもの時好きだった絵本、大人になってから出会った絵本、子どものとき読んでもらった時と大人
になってから読んだ時では感じ方が違う、絵本って大人にとってもこんな効能があるよね…などなど話が尽
きない！！
参加者さんからは「毎月やりたい～！」なんて声も(笑）
確かにコロナ以降、絵本に限らずこうやってみんなで
ワイワイ喋る機会が少なくなってるよなと実感。
講師から学ぶのも、お互いで学び合うのもどちらも楽
しく、どちらも大事だと思いましたよ♪（ガク）

10月より小学生から高校生
対象の新規クラブが始まり
ました。
ダンス・演劇・ものづくり
・絵・音楽など様々なジャ
ンルから毎回アーティスト
さんをお招きし、いろんな
表現を楽しんでいます♪

初回のゲストは地元のアーティストさん。
〇〇年昔or未来の世界を想像して自分の家を紙粘土で作っ
て、みんなの島を作りました！猫型の家や空飛ぶ家、雲の
乗り物など想像がふくらんでいくと子どもたちのいろんな
アイデア盛りだくさんでとても面白かったです。

🌼毎月開催🌼

今回はスタッフだけじゃなく、参加者さんもおすす
めの絵本を持ってきてくれて、
「なぜこの絵本が好きか」
「この絵本のおすすめポイント」などを発表しても
らい、それをきっかけに意見交換したりしました。

子ども自身が選ぶもの。僕たち親（大人）はあまり
個人の先入観にとらわれず、たくさんの絵本に出会
えるような環境を整えることですね
つも、それはそれとして大人同士で絵本について喋
るのめっちゃ楽しかった！！

から出会った絵本、子どもの時読んでもらった時と
大人になってから読んだ時では感じ方が違う、絵
本って大人にとってもこんな効能があるよね
など話が尽きない！！

も
てみんなでワイワイ喋る機会が少なくなっってるよ
なと実感。講師から学ぶのも、お互いで学び合うの
もどちらも楽しく、どちらも大事だと思いましたよ
♪（ガク）

秋からの クラブ・講座・イベント特集♪職員の

クラブ名：アートクラブ

日時：10月～3月 毎月第4土曜日

10:00～11:30

(10/22・11/26・12/24・

1/28・2/25・3/25【全6回】)

内容：色々な分野からアーティストを

招きアート活動をします。

ものづくり、音楽、ダンス、

絵、遊び、演劇など。

対象：小学生～高校生

定員：10名 参加費：無料

子どもにとっての絵本は心の栄養。
そして絵本は子ども自身が選ぶもの。
僕たち親（大人）はあまり個人の先入観
にとらわれず、たくさんの絵本に出会え
るような環境を整えることが大切。

＼ 11月４日に開催しました ／

＼ 11月10日に開催しました ／

児童館窓口or電話にて

＼ 申し込みは引き続き受付中！／
※定員になりましたらしめきります。



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♪プレーパーク 予約

不要

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♪
11月25日、12月９日（金）

12月11日（日）９：３０～申込開始
12月16日、12月23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

日時：１２月２４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 ：１２月２・９・１６・２３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）

1２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

１２月４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。

１２月６・13・20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

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。

みどりおもちゃ図書館
１２月４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

ちびっこ冒険ひろば
開催日：１２月６・１３・２０日

（全て火曜日）
時間 ：10：00～13：00【雨天中止】
対象 ：乳幼児親子

※雨天の場合はホームページに掲載します。

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♪)

開催日：１２月１・８・１５・２２日
（全て木曜日）

時間 ：14:00～17:00
対象 ：0歳から120歳まで

(小学生・中学生・高校生
乳幼児親子・地域の人など)

内容 ：自由に外遊びを楽しむ！
※雨天決行・荒天の場合は中止します

にいのみ池プレーパーク

カラクマひろば

１２月２１日（水）
10：00～11：00※前回と時間が違います

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：12月11日（水）9：30～
窓口または電話にて（先着4組）

乳幼児
親子

◎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？

※冬休み期間中乳幼児親子のひろばはお休みです。



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。

緑児童館 12 月のカレンダー

開館時間 8:45～17:00
日 月 火 水 木 金 土

11/27 28 1 2 3

◎FS ◎FS ◆ひまクラブ

★おさんぽビンゴ ◆子どものことを 10：00～11：30

10：30～11：30 もっと知ろう

◇にいのみ池 10：00～11：00

プレーパーク ★GTタイム

14：00～17：00 17：00～19：00

4 5 6 7 8 9 10

◆おもちゃ図書館 休館日 ◎FS ◎FS ◎FS ◎FS

10：00～15：00 ★じゆうひろば ◇にいのみ池 ◆あかちゃんひろば

★おもちゃ病院 10：30～12：00 プレーパーク 10：00～11：00

13：30～16：00 ◇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

11 12 13 14 15 16 17

◆遊育クラブ 休館日 ◎FS ◎FS ◎FS ◎FS

(鳴子中央公園) ★じゆうひろば ★わらべうたひろば ◆あかちゃんひろば

10：30～12：00 10：30～11：30 10：00～11：00

◇ちびっこ冒険ひろば ◇にいのみ池 ★GTタイム

10：00～13：00 プレーパーク 17：00～19：00

14：00～17：00

18 19 20 21 22 23 24

◆遊育クラブ 休館日 ◎FS ◎FS ◎FS ◎FS ◆アートクラブ

（水広公園） ★じゆうひろば ◆カラクマひろば◇にいのみ池 ◆あかちゃんひろば 10：00～11：30

10：30～12：00 10：00～11：00 プレーパーク 10：00～11：00 ★月１

◇ちびっこ冒険ひろば 14：00～17：00 ★GTタイム 子ども会議

10：00～13：00 17：00～19：00 15：00～16：00

25 26 27 28 29 30 31

休館日 ★おおそうじ大会 休館日 休館日 休館日

15：00～

🐅新年は１月４日(水)から開館します🐇


