日時：11 月 11 日(日)
会場：中スポーツセンター
対象：区内の小学生
定員：6 人
内容：市内児童館対抗の交流卓球大会に緑児童館と
して参加します。
申込：10 月 1４日(日)10:00～27 日（土）17:00
に窓口または電話にて
※定員を超えた場合は
28 日（日）10:00 から公開抽選

対象：0 歳～120 歳まで
場所：新海池公園内にいのみ池プレーパーク
日時：10 月 4･11･18･25 日(木)
14:00~17:00
内容：自由に外遊びを楽しむ！！

GT タイム(自由に過ごせる時間)

GT 学びタイム(多様な学びの時間)

日時：毎週金曜日 17:00～19:00

日時：毎週土曜日 17:00～19:00

10 月 5・12・19・26 日
卓球・バスケ・楽器・読書・
勉強・おしゃべり…なんでもど～ぞ♪

楽器体験クラブ

6 日：ゲストスピーカーを迎えて「弓道を学ぶ」
13 日：スタッフプレゼンツ「しゃべり場企画」
20 日：スタッフプレゼンツ「マッスル企画」
27 日：中高生持込み企画←持込み歓迎中

ごくらく囲碁教室

楽器に興味のある子どもたち集まれ！

初めてでもダイジョーブ♪

日時：10 月 14･28 日(日)13:00～16:00

ごくらくおじさんが優しく教えてくれます！

対象：小学４年生～高校生

日時：10 月 14･28 日(日)10:00～12:00

費用：なし

対象：どなたでも

申し込み：不要

ギター・ベース・ドラム・キーボードなど

費用：なし

申し込み：不要

申込不要・参加費無料の
親子で参加できる時間です♪
お気軽にどうぞ！
★平日 10:00～14:00 授乳スペース、ベビーベット、電子レンジ（事務所内）用意してあります。

わらべうた広場

あかちゃんひろば

おはなしバスケット

10 月 4 日(木)

10 月 11･25 日(木)

10 月 12･19･26 日(金)

10:30～11:30

10:30～11:30

10:30～11:30

わらべうたでのんびり

お友だちとの出会いの場♪

参加する子どもの月齢に合わせて

親子のスキンシップ♪

子育ての「？」をみんなでシェアし

読み聞かせや手遊びなどをします!

ましょう♪(0 歳児の親子対象)
じゆう広場
10 月 4･11･18･25 日(木)
10:30～13:00

子どものことをもっと知ろう
10 月 5 日(金) 10:30～11:30
「アクティブラーニングってなぁに？

図書室には木のおもちゃ、ホールにはトンネルや
トランポリン♪館全体があそび広場になるよ♪

～学ぶこと、遊ぶこと～」
11 月 2 日(金) 10:30～11:30
「子どもにとって遊びとは
～【遊ぶ】は心の栄養素～」
子ども同伴可能です。お気軽にどうぞ♪

みどりおもちゃ図書館＆名古屋おもちゃ病院
日時 ：10 月 4･11･18･25 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

10 月 13 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
（修理内容によっては有料となる場合もあります）

お弁当があるとより楽しめます♪

高校を訪問し、赤ちゃんとの交流を通して、生徒に命の大切さや一人ひとりがかけがえのない存在
であることを伝えるため、赤ちゃんキャラバン隊を募集します。
日程：11 月 1（木）
・2(金)・5(月)・6(火)・7(水)
場所：緑高校 定員：38 組
対象：11 月の時点で首がすわっていて、歩く前の赤ちゃん
説明会：10 月 12 日(金)10：00～11：00 緑児童館にて ※都合の悪い方は個別に対応します。
申込：9 月 14 日(金)10：00 から窓口または電話にて(先着順)

今年の 4 月から緑児童館で働き始めて、半年が経ちました。
夏休みには、こんなことがありました。プレーパークに植えてあるホウセンカの葉をなぜかちぎっている
年長の男の子、さくらくん（仮）
。なんでだろう？と思って聞くと、
「チューリップが咲くから、とらないと」
と答えます。
あーそうか。さくらくんには、チューリップが並んで咲いている景色が見えているんだ。だから、
「チュー
リップが咲くところに、他の植物があったら育たない。だからそれを取り除くのは当然でしょ」って思った
のかな。葉っぱちぎってるけど止めた方がいいのかな…？と迷いましたが、
「チューリップが咲くから」と自
信たっぷりに言われた私は、
「葉っぱちぎっちゃだめだよ」とは言えませんでした。

こうやってさくらくんと過ごして思ったのは、私は、彼から見えている景色を知りたいし、
「もうすぐチュ
ーリップが咲くんだよ！」というその時の気持ちを分かち合う人でありたい、ということです。遊んでいる
ときのそのまんまの気持ちが認められていけば、
「こういう自分でいいんだ～」って子どもたちは安心できる
んじゃないか。そういう場を作っていきたいなという思いでいます。

でも最近は、私って「子どもを認めて＜あげる＞人」なんだろうか？「子どもが私を認めてくれる」こと
だってあるんだ、と気づきました。
というのも、子どもたちがおもしろいことしてると、自分の心もほかほかに保たれてるからか、遊びたく
なっちゃうんですよね。児童館ではブロックでタイムマシンを作って遊んだり。プレーパークでは泥投げ合
戦をして、ずっこけたり。子どもたちと一緒に遊んで笑いあっていると、 私が「おもしろい」と思うことが
分かち合えた気がしてうれしかったり、こんなあほみたいな遊びもありだよね！と思えたり。なにより、子
どもたちから「あなたはこれでいいんだよ」と言ってもらえてる気がしました。

だから、遊びの中で私は「子どもを認めて＜あげる＞人」というより、子どもと「お互いに認め合う」人
同士になっているのかなと今は思います。お互い様ですね。4 月当初は、子どもに「何かをしてあげよう」
とか「認めてあげたい」という気持ちが強かったのですが、私のほうこそ、遊びを通して子どもから認めて
もらうこともあるなぁと気付きました。私、職員だけど、子どもに支えてもらってます。
（柘植みのり）

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）
10 月６日（土）14：00～17：00 ※雨天中止

みどり児童館

１０月のカレンダー

開館時間
日

月
１
休館日

館
７

８

火

1５

★ごくらく
囲碁教室
10:00～12:00
★楽器体験教室
13:30～16:00
◆アナログゲーム
10:00～12:00

２１

休館日

２２

◆グローカル・グ
リーン・タイム
10:00～12:00

2８

休館日

2９

★ごくらく
囲碁教室
10:00～12:00
★楽器体験教室
13:30～16:00

休館日

水

木

金

土

２

３

４

５

６

◆親子リズム
10:30～11:30

◆親子体操
10:30～11:30

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

★こどものことを
もっと知ろう
10:30～11:30
★GT タイム
17:00～19:00

★学びタイム
17:00～19:00

１０

１１

１２

１３

◆親子体操
10:30～11:30

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

赤ちゃんキャラバン隊
説明会
10:00～11:00
★おはなしバスケット
10:30～11:30
★GT タイム
17:00～19:00

◆将棋クラブ
◆卓球クラブ
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
17:00～19:00

1６

1７

1８

1９

２０

◆親子リズム
10:30～11:30

◆親子体操
10:30～11:30

★じゆうひろば
10:30～13:00
◇ちびっこ冒険遊び場
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

★学びタイム
17:00～19:00

２３

２４

2５

2６

2７

◆親子リズム
10:30～11:30

◆親子体操
10:30～11:30

★あかちゃんひろば
10:30～11:30
★じゆうひろば
10:30～13:00
◇ちびっこ冒険遊び場
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

◆将棋クラブ
◆卓球クラブ
10:00～12:00
★学びタイム
17:00～19:00

３０

３１

◆は、登録制のクラブです。★は、申込不要･自由参加です。

◆親子リズム
10:30～11:30

◆親子体操
10:30～11:30

１１がつのカレンダー
９

祝日・
休館日

１４

8:45～17:00

休館日

下線部

の時間はホールが利用できません。

◇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。
※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。
くわ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

緑児童館地図

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

ちびっこ冒険ひろば・冒険遊び場会場

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。

HP

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

→

