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p.2 乳幼児親子向け行事案内

p.4 カレンダー

昔、子どもだったすべての大人たちへ
先日、東京でとても悲しい事件が起きました。僕も同じ 5 歳の娘も持つ親としても衝撃を受けました。
「これまでどんだけあほみたいにあそんだか あそぶってあほみたいだからやめるから もうぜったいぜっ
たいやらないからね ぜったいやくそくします。ママとパパにいわれなくてもしっかりとじぶんからもっと
もっと きょうよりかあしたはできるようにするから もうおねがいゆるして ゆるしてください おねが
いします」この手紙を書かざるをえなかった娘の心情は計り知れません。
事件の再発を防ぐためには、児相と警察の連携、地域の見守り等が必要となってきます。しかし、それだ
けでは不十分で、私たち大人一人一人の子ども観を少し見つめ直す必要があるとも感じます。「子どもはき
ちんとしつけてあげないといけない」「その為には多少辛くても無理にでもやらせることが子どもの幸せに
繋がる」といった考えは大なり小なり多くの大人が持っています。今回の事件は物凄く極端な事例であるだ
けとも考えられます。
子どもたちの「遊び場」として、児童館の果たすべき役割は、「もうあほみたいにあそびません、ゆるし
て」と手紙に書かざるをえなかった 5 歳の女の子の為にも、「子どもがあほみたい（自由に）にあそぶ（育
つ）」ことは乳幼児期～青年期の子どもたち育ちにとって不可欠である！！ときちんと発信していく事だと
考えます。
緑児童館は子どもの「遊ぶ」を保障するべく、これからも取り組んでいきます。
緑児童館 館長 塚本 ガク

日程：7 月 5・12・19 日(木)
GT タイム(自由に過ごせる時間)

14:00～17:00(雨天決行)

日時：7 月６･13･20 日(金)17:00～19:00

場所：新海池公園内プレーパーク

GT 学びタイム(自主学習の時間)

対象：0 歳から 120 歳まで

日時：7 月 7･14 日(土)17:00～19:00

内容：自由に外遊びを楽しむ！

楽器体験クラブ

ごくらく囲碁教室・夏休みスペシャル

日時：7 月 8 日(日)13:00～16:00

日時：7 月 8（日）23（月）24 日(火)

対象：小学４年生～高校生
費用：なし

10:00～12:00

申し込み：不要

対象：どなたでも

ギター・ベース・ドラム・キーボードなど

費用：なし

楽器に興味のある子どもたち集まれ！

申し込み：不要

初めてでもダイジョーブ♪
１

申込不要・参加費無料の自由な時間です！
気軽に参加してみてくださいね♪

わらべうた広場

あかちゃんひろば

おはなしバスケット

7 月 5 日(木)
10:30～11:30

7 月 12 日(木)
10:30～11:30
お友だちとの出会いの場♪
子育ての「？」をみんなでシェアし
ましょう♪(0 歳児の親子対象)

7 月 13 日(金)
10:30～11:30

わらべうたでのんびり
親子のスキンシップ♪

参加する子どもの月齢に合わせて
読み聞かせや手遊びなどをします!

じゆう広場
7 月 5・12・19 日(木)
10:30～13:00
図書室には木のおもちゃ、
ホールには思いきり遊びたい子に
トンネルやトランポリンなどを置いて
館全体があそびの広場になるよ♪

わんさかまつり
みどりおもちゃ図書館＆名古屋おもちゃ病院

日程：7 月 28 日(土) 10:30～15:30
場所：緑児童館・緑福祉会館
対象：誰でもどうぞ！！
内容：年に一度の合同のおまつりです

7 月 14 日（土）13:30～16:00
●おもちゃ図書館－遊びと地域交流の場
対象：乳幼児と保護者
●おもちゃ病院－おもちゃの修理
（修理は無料ですが、一部有料の場合もあります）

※こどもカフェのみ有料となります

日時 ：7 月 5・12・19 日（毎週木曜日）
10:00～13:00 ※雨天中止
対象 ：乳幼児親子
場所 ：新海池公園内にいのみ池プレーパーク
持ち物：親子ともに汚れてもいい服装

お弁当があるとより楽しめます♪

移動児童館「公園で遊ぼう」

児童館が出張します!
対象：小中学生
場所：南越公園（浦里学区）
7 月７日（土）14:00～17:00 ※雨天中止
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みどり児童館

7 月のカレンダー
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◆親子体操クラブ
10:30～11:30

★わらべうたひろば
10:30～11:30
★じゆう広場
10：30～13：00
☆ちびっこ冒険ひろば
10:00～13:00
☆冒険遊び場
14:00～17:00

★GT タイム
17:00～19:00

★学びタイム
16:00～19:00
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◆親子体操クラブ
10:30～11:30

★じゆう広場
10：30～13：00
★あかちゃんひろば
10:30～11:30
☆ちびっこ冒険ひろば
10:00～13:00
☆冒険遊び場
14:00～17:00

★おはなし
バスケット
10:30～11:30
★GT タイム
17:00～19:00

◆卓球クラブ
10:00～12:00
◆将棋クラブ
10:00～12:00
★おもちゃ図書館
＆おもちゃ病院
13:30～16:00
★学びタイム
16:00～19:00
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★じゆう広場
10：30～13：00
☆ちびっこ冒険ひろば
10:00～13:00
☆冒険遊び場
14:00～17:00

★GT タイム
17:00～19:00
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休館日
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★ごくらく
囲碁教室
10:00～
12:00

★ごくらく
囲碁教室
10:00～
12:00
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３１

休館日

２５

2８
★わんさかまつり
10:30～15:30

◆は、登録制のクラブです。★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になります。
下線部 の時間はホールが利用できません。
※また、子どもによる企画のために、月に 1 度土日の午前もしくは午後にホールが使えない
ことがあります。
詳しくは児童館にお問い合わせください。(052-623-9656)

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、近隣施設の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

金

１１がつのカレンダー
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★ごくらく
囲碁教室
10:00～12:00
★楽器体験クラブ
13:00～16:00
◆講義
9:00～11:00
◆アナログゲーム
10:00～12:00

３

8:45～17:00

〒458-0033 名古屋市緑区相原郷 2-701 TEL・FAX(052)623-9656

緑児童館地図

Mail m-jidoukan@smile.odn.ne.jp

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。
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http://www2.odn.ne.jp/midorijidoukan
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