
移動児童館 にいのみ池プレーパーク

日時 ：4月8･15･22日(全て木曜日)
14:00～17:00

対象 ：0歳から120歳まで
場所 ：新海池公園内にいのみ池プレーパーク
内容 ：自由に外遊びを楽しむ！

GTタイム（中高生の時間）

日時 ：4月9･16･23･30日(全て金曜日)
17:00～18:00

対象 ：中高生
内容 ：館内で自由に過ごせます♪

⚫ 名古屋おもちゃ病院 とんかち
4月11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。

⚫ みどりおもちゃ図書館
4月11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。
貸し出しもあり♪
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あかちゃんひろば

日時 ：【予約受付中】4月9日(金) 10:00～10:40
【4月13日(火) 9:30～電話予約開始】

4月16･23･30日(金) 10:00～10:40
対象 ：0歳児と保護者
内容 ：仲間づくり、子育ての疑問・不安の

共有などゆったりおしゃべりしませんか♪

ちびっこ冒険ひろば

日時 ：4月8･15･22日(全て木曜日)
10:00～13:00

対象 ：乳幼児と保護者
場所 ：新海池公園内にいのみ池プレーパーク
内容 ：水・泥遊びなど自由に外遊びを楽しむ！

親子とも汚れてもよい服装で来てね♪

じゆうひろば

日時 ：4月6･7･13･14･20･21･27･28日(火・水)
10:30～12:00

対象 ：乳幼児と保護者
内容 ：館内でトランポリンやトンネルなど、

自由に遊べます。

来館時、こんな手続きが必要になります
① 受付のとき、体温を測定させていただきます。
② 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、長い時間遊んでいる人には声
をかける場合があります。

体調不良や高熱がある場合は参加を控えるなど、
各自の判断で対策をして、ご参加ください。

★利用が少ない時間帯：平日 8:45～10:00, 13:00～15:00

土日 8:45～10:00

密になりにくいのはいつ？

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）拡大防止のため、館内利用にあたっては引き
続き状況に応じた制限を設けたり、ご利用の皆様にご協力をいただいたりしながら運営
させていただきたく存じます。状況によっては、よりリスクの少ないと考える屋外の遊
び場への誘導をさせていただく場合があります。ご理解の程、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。
今回のコロナの状況下においても、「のんびりと過ごす」ことのできる場であるよ

うに、カードゲーム（アナログゲーム）のラインナップをより充実したり、グループで
過ごせるスペースを増やしたりしています。
卓球、バスケができない、など制限もありますが、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。

緑児童館 施設運営について



クラブ 開催 対象 備考

親子体操 前期なし 乳幼児親子 後期については未定です

親子リズム 前期なし 乳幼児親子 後期については未定です

卓球 × 小中学生 一年を通してありません

将棋 × 小学生 一年を通してありません

アナログゲーム △ 小学生
単発で開催します

（登録なしで当日参加できます）

プログラム 開催日 予約 対象 備考

じゆうひろば 火・水 不要 乳幼児親子

ちびっこ冒険ひろば 木 不要 乳幼児親子

あかちゃんひろば 金 要 ０歳児と保護者
予約は電話

または窓口にて

おしゃべりバスケット 前期なし 後期は未定です

わらべうた 前期なし 後期は未定です

にいのみ池
プレーパーク

木 不要 0歳～120歳まで

GTタイム 金 不要 中高生

おもちゃ図書館 月１回 要 乳幼児親子
予約はコチラ↓
(052) 878-8325

おもちゃ病院 月１回 不要 乳幼児～保護者

③プログラムについて

①既存のクラブについて
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説明は次のページ

クラブ 日時 会場 対象 定員 申込
参加
費

遊育クラブ
第2,3,4日曜日

10:00～16:00（出入
り自由）

区内公園及
び緑児童館

親子 10組程度
4/11(日) 9:30～

電話または窓口にて
無料

暇クラブ
第1土曜日(初回5/1)

10:00～12:00
緑児童館

小中
高生

10人程度
4/11(日) 9:30～

電話または窓口にて
無料



「遊育」とは・・・

「教育」になぞらえた言
葉です。子どもにとって
遊ぶことは生きることに
等しい大切なもの。
主体的な遊びは子どもの
豊かな育ちに
欠かせないもの
だと考えています。

遊育（ゆういく）クラブ
～「子どもが生き生き遊べる場」を地域に作ろう！サポーター募集～

「マスクとってあそびたい！」「“密”になりてぇ！」「子どもをどこに連れて行けばよいか分か
らない…。」「生後6ヶ月です。今日、初めて他の赤ちゃんと対面しました！」という声。コロナ禍
によって子どもたちがおかれている遊びの環境が大きく変化しています。もちろん、自由に遊びた
い、遊ばせてあげたい。しかし感染症拡大防止の必要がある。児童福祉施設である児童館でも、い
かに安全の保障を確保しつつ「遊ぶ権利」（子どもの権利条約）を尊守できるか、正解の見えない
試行錯誤をつづけています。長期的にこの状況が継続することが予測されるいまこそ、皆さんとあ
らためて「子ども」「遊び」「子育て・子育ち」などについて、一緒に考えていきたいと思ってい
ます。
そのきっかけとして、親子での屋外活動への参加・体験、大人向けの講座・交流（状況によりオ

ンライン開催）等のクラブ活動を企画しました。実際にスタッフとともに「プレーパーク」（屋外
の遊び場）に参加しながら、「子どもにとっての遊び」や「子どもとの関わり方」を学んだり、他
の参加者と情報交換をしたりすることができます。お父さんの参加、大歓迎です！ きっと私たち
大人の意識が変わることで、子どもにとって「まち全体が遊び場」になるはず！？ 大人も遊びな
がら、「子ども観」「遊び観」について、一緒に考えてみませんか？

当クラブ活動の企画にあたり、緑区子育て支援ネットワーク「子どもが育つ地域のつながりづく
り事業」（事務局：緑区役所民生子ども課）として開催している「プレーパーク」を会場とします。

●第２日曜日 なるこプレーパーク（鳴子学区）
●第３日曜日 みずひろプレーパーク（鳴海東部学区）
●第４日曜日 サバンナプレーパーク（大高南学区）

原則、上記日程で開催予定です。
いずれかのプレーパークに毎回参加しなければいけないわけでは
ありません。月１でも、もっと少なくても、参加できる時でOK！

※申し込まれた方は、なるべく初回の説明会（児童館内）に
参加してください。
4月17日（土）か5月8日（土）（午前中を予定）のどちらか
ご都合のよい日程にご参加ください。詳細については、お問合せください。

暇（ひま）クラブ
～三間（時間と空間と仲間）があればなんでもできる！？～

「暇（ひま）クラブ」！？ いや、実はヒマってとっても大事なこと！ そして、決められた内
容やスケジュールがないからこそ、何でもできる！！
まずはクラブ員みんなで集まって「何をするか」から話し合って決めていこう。「ボードゲー

ム」「散歩、探検」「〇〇大会」「〇〇にチャレンジ」「〇〇企画」などなど…。全員で同じこと
をするのか、毎回別のことをするのか、それとも連続で何かやるのか…。
新しいクラブなので、そのあたりのこともみんなで意見を出し合って決めていきたいと思ってい

ます。どんなクラブになるのか楽しみです！！

新設
クラブ
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今年度から新たに２つのクラブが
始まります！
大人も子どもも遊べるクラブです。



◆は、事前申し込みが必要です。★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。

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。 ちびっこ冒険ひろば・冒険遊び場会場

緑児童館地図

緑児童館 〒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 http://www2.odn.ne.jp/midorijidoukan
Twitter https://twitter.com/midori_jidoukan
LINE @906gjeag
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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。

緑児童館 4 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

3/28 29 30 31 4/1 2 3
休館日

4 5 6 7 8 9 10
休館日 ★じゆうひろば ★じゆうひろば ◇ちびっこ冒険ひろば ◆あかちゃんひろば

10:30～12:00 10:30～12:00 10:00～13:00 10:00～10:40

◇にいのみ池 ★GTタイム

プレーパーク 17：00～18：00

14:00～17:00

11 12 13 14 15 16 17
◆おもちゃ図書館 休館日 ★じゆうひろば ★じゆうひろば ◇ちびっこ冒険ひろば ◆あかちゃんひろば
10：00～15：00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:00～13:00 10:00～10:40
★おもちゃ病院 ◇にいのみ池 ★GTタイム
13：30～16：00 プレーパーク 17：00～18：00

14:00～17:00

18 19 20 21 22 23 24

休館日 ★じゆうひろば ★じゆうひろば ◇ちびっこ冒険ひろば ◆あかちゃんひろば

10:30～12:00 10:30～12:00 10:00～13:00 10:00～10:40

◇にいのみ池 ★GTタイム

プレーパーク 17：00～18：00

14:00～17:00

25 26 27 28 29 30 5/1

休館日 ★じゆうひろば ★じゆうひろば 休館日・祝日 ◆あかちゃんひろば ◆暇クラブ

10:30～12:00 10:30～12:00 10:00～10:40 10:00～12:00

★GTタイム

17：00～18：00

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）


