p.1 小～中高生向け行事案内 p.2 乳幼児親子向け行事案内
p.3 行事報告 p.4 カレンダー

日時：12 月 1６日(日)10:00～15:00
対象：幼児～大人 申込み：不要

費用：無料

●今年のじどうかんまつりは、とにかく 1 日「遊ぶ」日！！ 遊戯室やクラブ室にカプラやミニ四駆、新聞プールなど
自由に遊べるコーナーが出現します。ホールでは参加型の各種大会や、みんなのしゃべり場、歌の発表なども

「こんな遊びやってみたい」
「こんな大会したい」などみんなのアイデアも大募集～～♪
気軽に職員に声をかけてね♪

日程：12 月 25 日(火)
日程：12 月 6･13･20 日(毎週木曜日)
14：00～17：00(雨天決行)

14：00～16：00
場所：新海池公園内プレーパーク

場所：新海池公園内プレーパーク

対象：誰でも

対象：0 歳から 120 歳まで

内容：木の伐採、落ち葉集め

内容：自由に外遊びを楽しむ！

12 月から月に 1 回、「しゃべりば」やります！
「学校」や「友だち」などのテーマでしゃべろう♪
日程：12 月 19 日(水)15:30～17:00
対象：小学生
内容：本の読み聞かせ・ものづくり

日程：12 月 9 日（日）10:00～12:00
対象：小学 4～6 年生ならだれでも OK
申込：窓口、電話にて（当日飛び入り OK）

申込：窓口、電話にて（当日飛び入り OK）

GT タイム(自由に過ごせる時間)
日時：12 月 7･14･21 日(金)17:00～19:00
日時：12 月 28 日(金)15：00～

GT 学びタイム(自主学習の時間)

みんなで 1 年使った児童館をきれいにしよう♪

日時：12 月 1･8 日(土)17:00～19:00

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！

１１

わらべうた広場

あかちゃんひろば

おはなしバスケット

12 月 6 日(木)

12 月 13 日(木)

12 月 14･21 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
12 月 6･13･20 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♪

日時

：12 月 6･13･20 日（毎週木曜日）

12 月 8 日(土)13:30～16:00

10:00～13:00 ※雨天中止

●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

対象 ：乳幼児親子
場所 ：新海池公園内プレーパーク

●おもちゃ病院－おもちゃの修理

持ち物：親子ともに汚れてもいい服装

（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♪

じゆう広場スペシャル

絵本の世界を楽しもう

12 月 20 日（木）10:30～11:30

「五味太郎だヨ！クリスマス」
五味太郎さんの作品を楽しみながら、
クリスマスの簡単な工作をしよう！

２

今年度から、グローカル・グリーン・タイム（Glocal Green Time、略して GGT）というクラブを始めました。
月に一度、様々なゲストと交流したり、自分の考えを話したりするクラブです。小学 4 年～6 年の 6 人が参加し
ました。10 月で全 5 回のプログラムが終わりましたが、バングラデシュやタイに住んでボランティアした人、ベ
トナムやアフリカから来た留学生、有松で地域活動をしている人など、様々な出会いがありました。
また、
「こどもの人権」について考えるワークショップや、
「理想の学校って？」をテーマにした「こども会議」
を通して、子どもたちが様々な思いを持っていることを知りました。学校について、友達について、自分自身に
ついて…まだ言葉にされていない思いや、誰かに聞かれることを待っている思いもあるようでした。実際に「も
っと話したい」と言っている子もいて、自分の思いを誰かに伝える場を求めているように見えました。
そこで 12 月からは、子どもたちが自分の思いを言葉にし、同世代の仲間と共有できる場として、
「しゃべり場」
をひらくことにしました。今度は GGT のメンバーに限らず、小学校高学年ならだれでも参加できます。子ども
たちとどんな話ができるか、楽しみです！（柘植）
12 月から月に 1 回、
「しゃべりば（仮）
」やります！
「学校」や「友だち」などのテーマでしゃべろう♪
日程：12 月 9 日（日）10:00～12:00
対象：小学 4～6 年生ならだれでも OK
申込：窓口、電話にて（当日飛び入り OK）

今年も緑高校 1 年生の授業におじゃましました。参加したのは 38 組のお母さんと赤ちゃんたち。ゲスト講
師による命の誕生についての講義、そして赤ちゃんと高校生の交流タイムというプログラムです。
生徒さんたちが実際に赤ちゃんを抱っこしてみる場面もあり、教室はとても盛り上がりました。お母さんた
ちからは、育児の大変さ、楽しさなどが語られていました。くわえて、子どもを持つことだけが全てではない
よというメッセージもありました。
また、高校生のアンケートからは、命の奇跡に驚いたこと、自身の将来を考える機会となったこと、いろん
なことにチャレンジしてみようと思えたことなど様々な感想を得ることができました。
いまこうしてすべてを読み返してみると、いずれも前向きな内容です。職員としては、そのような感想に嬉
しくなる反面、もしもそのなかにひとりでも本音を書けなかった人がいたとしたら、文字にしなかった方の感
想も聞かせてほしいなと感じます。児童館で待っていますよ。
最後に、この企画にご協力いただいたすべての方に、あらためて感謝いたします。ありがとうございました！
（伊藤）

「みどり赤ちゃんまつり 0・1・2」とは、緑区子育て支援ネットワークが主催しており、子育て中の保護者が
子育て情報を得られるイベントです。緑児童館では毎年、運営を手伝う中高生ボランティアを募集しています。
今年集まったのは、高 1 と中 3 の二人。よく児童館に遊びに来る常連さんです。当日は受付と遊びコーナーを
手伝い、自分なりの役割を探してがんばっていました。
と言っている私ですが、赤ちゃんまつりに参加するのは初めて。そこで中高生と一緒に、緑区役所の担当者の
方に、なぜ赤ちゃんまつりを開催しているのか聞いてみました。子育て支援の情報を展示することで、子育て真
っ最中の保護者に「子育てで頼れる先がこんなにあるよ」と伝えることが目的の一つだそう。
終了後、感想を聞くと「中高生・大学生ボランティアを増やして、イベントを助けた方がいい」とか、「子育
て支援が目的なら、今は年に一回のイベントだけど、半年に一回にしたら？」など…中高生たちが今後のイベン
トのあり方について考えていたのが印象的でした。このように中高生たちが、地域活動を通して自分の役割を果
たしたり、地域のあり方を考えたりする機会が今後もあると良いなと思います。
（柘植）
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みどり児童館 12 月のカレンダー
開館時間
日

月

火

8：45～17：00

水

木

金

土

１
★学びタイム
17:00～19:00

２

３

４

休館日

館

９

1０

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

休館日

１６

１７

★じどうかんまつり
終日

2３

祝日・
休館日
３０

休館日

休館日

３１

休館日

６

７

８

◆親子体操クラブ
10:30～11:30

★わらべうた広場
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

◆赤ちゃんキャラバン
隊振り返り
10:00～12:00
★GT タイム
17:00～19:00

◆将棋クラブ
10:00～12:00
◆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

1２

1３

１４

１５

★あかちゃんひろば
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

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

★じどうかんまつり
準備
15:00～

１９

２０

2１

2２

◆小学生おはなし
会
15:30～17:00

★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

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

２６

２７

２８

１１がつのカレンダー

1１

１８

休館日

２４

５

２５
★ごくらく
囲碁教室
10:00～12:00
◇にいのみ
森づくり
14:00～17:00

２９

★大そうじ会
15:00～

休館日

◆は、登録制のクラブです。★は、申込不要･自由参加です。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。
※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

住所：〒458-0033 名古屋市緑区相原郷 2-701

緑児童館地図

ちびっこ冒険ひろば・冒険遊び場会場

TEL・FAX：
（052）623-9656

MAIL：m-jidoukan@smile.odn.ne.jp

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

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。

４

