
移動児童館 にいのみ池プレーパーク

日時 ：5月13・20・27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

（場所は4ページ目の地図参照）
内容 ：自由に外遊びを楽しむ！【雨天決行】

GTタイム（中高生の時間）

日時 ：5月7・14・21・28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♪

暇クラブ

日時 ：5月1日（毎月第1土曜日）10:00～12:00
対象 ：小中高生
内容 ：決められた予定はありません。

集まった人でやりたいことを出し合い、
何をするか決めます。暇な人、カモン！！
参加したい人は職員まで。

費用 ：無料

緑児童館 施設運営について

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。ある程度の制限もありますが、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。

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
してご参加ください。

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。
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「こんなご時世、
どう過ごしたらいいかわからないの。」

「……外で遊べばいいと思うよ。」

五月五日
に
い
の
み
池

一日開催

プレーパ
ー
ク
、

10:00～16:00

【当面のあいだ中止】
• ホールの運動器具・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）
※じゆうひろば、GTタイムは除く

• 図書室での閲覧、読書（別の場所での利用はできます）
• ウォーターサーバー（冷水器）の使用

【過ごし方の例】
• 乳幼児スペースでのおもちゃ、絵本等のご利用
• 図書、マンガ、パズルゲーム等のご利用、素材を使っ

ての工作

密になりにくいのはいつ？～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

5月5日（水・祝）は特別開催。
0～120歳まで誰でもどうぞ～♪
※5月6日（木）はお休みです。



場所
緑区新海池公園内プレーパーク

日時：5月13・20・27日（全て木曜日）
10:00～13:00 【雨天中止】

対象：乳幼児と保護者
申込：不要

開催時間中好きな時間に利用できます♪
水遊び・どろんこ遊びなどを楽しんでい
ます。着替え持参、汚れてもいい服装
で来てね！ (おとなも♪)

新海池公園の地図は
４ページです。
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5月7日（金）
10:00～10:40

5月14・21・28日
6月4・11日（金）
10:00～10:40

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♪
スタッフが進行のお手伝いをしますので、安心してご参加ください。

あかちゃんひろば

申込受付中

日時：5月11・12・18・19・25・26日
火曜日と水曜日 10:30～12:00

※開催時間中、好きな時間に利用できます。
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

じゆうひろば

申込：5月11日(火)9:30～

0歳児と保護者の方が対象です。申込は窓口か電話にて 各回先着4組

講座
ウィズコドモ時代

の子育て

今、子どもたちが群れて遊ぶこと、子育て
仲間と出会うことが、とてもとても難しく
なっています。子ども同士遊べば密になる
のは当たり前だけど、それは許されるこ
と？我が子をいろんな人に抱っこしてもら
いたいけれど、それは無理なお願い？
誰も答えをもっていない「これからの子育
て」について今こそ皆で考えてみませんか。
私が大切にしたい「子育てのおまもり」が
見つかるかも！？

日時：6月3日（木）10:30～11:30
対象：子育て中の保護者

定員：先着10組（子ども同伴可）
申込：5月20日（木）9：00～

窓口か電話にて

進行：緑児童館職員

⚫ 名古屋おもちゃ病院 とんかち
5月2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
5月2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♪



はじめまして＆お久しぶりな まゆです！
4月から緑児童館にやってきました。
お外で遊んだり卓球が得意です！挑戦者大歓迎。
お歌うたったりお絵かきしたりゴロゴロしながら生きています。
最近はギター練習してます。
よかったら興味ある人は一緒に練習しましょう！！
教えてくれる人も大歓迎です。よろしくお願いします。

こんにちは！4月から職員になりましたすみです(‘ω’)ノ
好きなものはアニメとアイドルとサンリオピューロランド。
最近のマイブームはインスタでアドベンチャーワールドの
パンダの成長を見守るコト。
絵を描いたり歌ったりすることも好きです。
これからよろしくお願いします(*’ω’*)

柘植 みのり（プレーワーカー＆ちび冒担当）

お昼時に児童館でラジオ体操をしている人がいたら、
私です。今年はより一層、子どもたちと遊び、
過ごす時間を大切にしたいと思っています。
よろしくお願いします！

大島 魁太（学習支援担当＆プレーワーカー）

おーしまにルービックキューブを渡すと
30秒で完成します。今年もよろしくお願いします。

田尾 幸子（子育て支援担当）
18歳までの子どもたちが利用できる施設なので、
子育ての悩みも18歳になるまで一緒に考えることが
できます。児童館には個性的な職員がいっぱ～いおりま
すので、多種多様な子育ての悩みに対応できるはず！？
です！！お気軽に相談してくださいね。

伊藤 暁（主任＆いとうじどうかん（移動児童館）担当）

コロナが落ち着いたら剃るつもりで一年。マスク
からはみ出たヒゲは、縮れを伸ばすと20cmに…。
いつになったら収束するか、先行きは見通せませ
んが、なおさら日常を大切にしていきたいです。

塚本 ガク（館長＆プレーパーク担当＆館内修繕担当）
まだいるの！？ はい、亀仙人的に言うと「もうちょっとだけ続くんじゃよ」です。

ゆく人、くる人
旅立つ職員より

新職員より

今年もよろしくメッセージ

旅立つ職員、新たな職員からみなさんへのメッセージです。

榊原衣麻
（プレーワーカー）

鈴木真由子
（プレーワーカー＆
ほわんほわん担当）

坪井純（プレーワーカー）
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月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。
舟のように流れゆき、出会いと別れを重ねる者は、
日々旅にして旅を楽しみとす。

一年間という短い期間ではありましたが、
職員として児童館での一日一日を楽しんでいました。
人の笑顔に元気をもらい、人の優しさに温もりを感じ、
そんな人々に感謝するとともに、私もそんな人でありたいと思いました。
ここで出会った人々に、心からのありがとう。

以上を私の別れの挨拶と御礼の言葉として、じどうかんだよりに書き置く。



◆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です。

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）

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 5 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

4/25 26 27 28 29 30 1

◆暇クラブ

10：00～12：00

2 3 4 5 6 7 8

◆おもちゃ図書館 祝日・
休館日

祝日・
休館日

◇にいのみ池 休館日 ◆あかちゃんひろば

10：00～15：00 プレーパーク 10：00～10：40

★おもちゃ病院 一日開催 ★GTタイム

13：30～16：00 10：00～16：00 17:00～18:00

9 10 11 12 13 14 15

休館日 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 10：30～12：0010:00～13:00 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

16 17 18 19 20 21 22

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 10：30～12：0010:00～13:00 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

23 24 25 26 27 28 29

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 10：30～12：0010:00～13:00 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

30 31

休館日


