
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

☆★講座のお知らせ★☆
～子どものことをもっと知ろう～

知っていますか？「子どもの権利」聴いていますか？「子どもの声」

★申込★

1/11（水）午前9：30～
電話または窓口にて

日程：2月18日(土)

時間：10:00～12:00

内容：子どもの権利について学ぼう！

講師：原京子さん
(子どもフォーラム・緑児童館元館長)

子どもにとって何がいいのかを考えるとき、
「子どもの権利」を参考にしてみませんか？
子どもの権利を知って、子どものことをもっと知ろう！



緑児童館へようこそ。平日の午前中に初めて来館された方は、小中学生がにぎやかに過ごして

いる姿に驚かれたかもしれません。児童館は0歳から18歳までの子どもが利用できる公共施設

です。学童期の子どもたちは放課後や週末に遊びに来ることが多いですが、平日日中でも利用

できます。実際、以前から緑児童館では学校が休みの子どもや、学校を休んだ子どもが昼間に利用することがありまし

た。また、小中学生以外にも、通信制高校に在籍している子、もっといえば学校に在籍していない子の利用もあります。

しかしここ数年、いわゆる「不登校」の子どもの利用が重なり、とりわけ「コロナ休校」以降は利用者が定着していま

す。それを受け、児童館としても、あらためて日中に安心して過ごすことができる場づくりの必要性を実感し、今年度か

ら「フリースペース」と銘打った専用の部屋と専属スタッフを配備しました。1学期は1日に3名から5名程の利用があり、

夏休み明けの2学期には問い合わせや見学が急増。現在は10名程の小中学生が毎日過ごしています。

「学校に行けない」「学校には行きたくない」「学校には行かない」「学校に行き、

児童館にも行く」など、ニーズは様々です。頻度も様々で、毎日のように来る子もい

れば、ときどきやって来る子もいます。そして過ごす時間が長くなるごとに、メンバー

が増えるごとに、活動の展開やトラブルも起こってきました。そんな日々を共に過ごす

なかで、子どもたちとの試行錯誤を重ねるなかで、日課のミーティング、曜日ごとの

過ごし方、自習時間など、ゆるやかなリズムが形づくられ、いまに至ります。

ところで、10月末に文部科学省から昨年度の不登校に関する調査報告が公表されました。新聞にも「不登校の小中

生最多24万人」との見出しで取り上げられ、目に触れた方も多いと思います。不登校急増の背景には、新型コロナウィ

ルスの影響により学校活動が制限され登校意欲が下がった、休校による生活リズムの乱れ、あるいはフリースクールな

ど学校以外の学びの場が選ばれやすくなったなどの指摘があるようです。

不登校についてはこれまで「学校恐怖症」「登校拒否」「不登校」「選択登校」などと呼称が変遷しました。社会のあ

りようの変化にあわせて、個人的病理という扱いから多様な学習機会の保障という流れに変化しつつあります。ただ、

その「選択」は、自由で平等なものでしょうか。「選択」が「自己責任」にすり替えられていたり、格差の助長に加担して

いたりする可能性も考慮しなければなりません。たしかにフリースクールやオルタナティブスクールといった民間の居場

所、学びの場が増えたとはいえ、拠点の数や運営は依然として不安定です。アクセス面や受け入れキャパシティ、利用

費負担などの課題が山積しています。そこで児童館は公設の児童福祉施設としての特性を活かして、日中の居場所、

あるいは学習機会の保障に寄与することができるのではないかと考えています。

児童館にも歴史的経緯があります。高度経済成長期には安全な遊び環境の保障、健康や情操の向上、交通教育と

いった役割が期待されました。その後は社会情勢の変化にあわせて孤立防止、多世代の居場所、そして今後も「子ど

もの権利」を基盤としつつ、社会状況に即した、あるいは牽引する役割が期待されています。いずれにせよ、社会課題

のしわ寄せは社会的弱者に、ひいては子どもの生きにくさとして表出しがちです。では、逆に、児童館という「小さな社

会」を子どもたちと共に創っていくことによって、誰もが生きやすい社会にしていくことはできないでしょうか。「フリース

ペース」は、そのチャレンジに他なりません。いつかこのにぎやかな姿が、世の大きなうねりになることを思い描きながら、

子どもたちと日常を共に過ごしています。（伊藤）

【参考】
・「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」
2022年10月27日（木）文部科学省初等中等教育局児童生徒課
・「中日新聞」（日刊）2022年10月28日（金）
・木村元『学校の戦後史』岩波新書 2015年

「不登校」 「フリースペース」について職員



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♪

★1月11日（水）９：３０～申込開始★
1月13・20・27日

2月3・10日（全て金曜日）

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：１月２8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 ：１月６・１３・２０・２７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）

1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
１月８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。

１月１７・２４・３１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
１月８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：１月１７・２４・３１日

（全て火曜日）
時間 ：10：00～13：00

※雨天決行・荒天の場合は中止します
中止の場合はホームページに掲載します。

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♪)

開催日：１月１２・１９・２６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

１月２７日（木）
1３：00～1４：00※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？

開催日：１月１２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♪

わらべうたひろば乳幼児
親子



緑児童館 1 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

1/1 2 3 4 5 6 7

休館日 休館日 休館日 ◆ひまクラブ

10：00～11：30

★GTタイム

17：00～19：00

8 9 10 11 12 13 14
◆おもちゃ図書館 休館日 休館日 ◎FS ◎FS ◎FS

10：00～15：00 ★わらべうたひろば ◆あかちゃんひろば

★おもちゃ病院 10：30～11：30 10：00～11：00

13：30～16：00 ◇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

15 16 17 18 19 20 21

◆遊育クラブ 休館日 ◎FS ◎FS ◎FS ◎FS

（水広公園） ★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

22 23 24 25 26 27 28

休館日 ◎FS ◎FS ◎FS ◎FS ◆アートクラブ

★じゆうひろば ◇にいのみ池 ◆あかちゃんひろば 10：00～11：30

10：30～12：00 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 ◆カラクマひろば 子ども会議

10：00～13：00 13:00～14：00 15：00～16：00

★GTタイム

17：00～19：00

29 30 31

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。
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