
移動児童館 にいのみ池プレーパーク

日時 ：7月29日、8月5･12･19･26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 ：8月6･13･20･27日（全て金曜日）
17:00～18:00

※コロナウイルス感染拡大防止のため時間を短縮して開催

対象 ：中高生
内容 ：館内で自由に過ごせます♪

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させた
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 館内で遊ぶときはマスクをお持ちください。

熱中症をさけるため、館内でも人と十分な距
離がある場合は、マスクを外すなどの対処を
しましょう。

③ 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。

【過ごし方の例】
• 乳幼児スペースでのおもちゃ、絵本等の利用
• 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
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【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

【通学（園）している学校・園が休校（休園）期間中について】

• 自宅待機期間中におきましては、児童館の利用をお控えくだ
さい。

⚫ 名古屋おもちゃ病院 とんかち
8月はお休みです。
次回：9月5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
8月7日(土)10:00～15:00
※8月は土曜です。

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♪



日時：9月3・10日（全て金曜日）
10:00～10:40

対象：0歳児と保護者 各回先着4組
申込：8月13日（金）9：30～窓口か電話にて
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。

9月のあかちゃんひろば

乳幼児向けの行事は夏休み期間中（7月20日～8月31日）お休みします。
ですが、児童館は0～18歳の子どもたちの居場所。もちろん乳幼児のお子さんたちも一年中利用
できますので、夏休み中もぜひ遊びに来てくださいね。

！

7月27日、8月3・10・17・24・31日
（全て火曜日）

9:00～11:00【雨天中止】
※中止の場合はホームページに掲載します。

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♪)

夏休みスペシャル！
夏休み中は…
・火曜日開催

・暑さ対策のため
早い時間帯で（9:00～

11:00）開催

上のきょうだい、
夏休み中の小中学生

も参加OK!

！
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乳幼児スペースには…
・おむつ替え＆授乳スペース
・ままごとや木のおもちゃ
・緑区の子育て情報
・絵本 があります！
ミルク用のお湯が必要な方は職員まで。



～畑部はじめました～

児童館でできることが限られている中、外での活動なら制限も少なくできる

のではと、児童館にある中庭にて、小さな畑をはじめました。子どもたちか

ら育ててみたいものを聞いてみると、スイカやメロン、トウモロコシ、トマ

トなどなど。とりあえずいろんなものを植えてみることにしました。

畑をやってみたい子（スイカを食べたい子）が集まり、「夏までみんなで育てよう」

と畑部が発足。みんなで土を耕すところから始まり、苗を植えました。日替わりでいろんな子が水をあげたり草

を取ったり、遊びの延長線上に畑の活動がスタート。ところが、しばらくして苗がなくなってしまう…！という

事件が発生。なんとも衝撃的な出来事でしたが、それを聞いた子どもたちは、真相を究明しようと調査したり、

これ以上なくならないように対策を考え始めたりと日々いろいろなことが起こっています。

すべての子どもは、生まれたときから一人の人として尊重され、

自分らしく生きることができる権利があります。

子どもは、様々な経験を通して心や体を成長させていきます。と

りわけ子どもの遊びの中には、いろんな体験があり、そこから学

び考えていくことができる要素がたくさんあります。遊ぶことで、

自分を表現し、コミュニケーションをとり、日常の出来事を整理

したり、発散したりしています。つまり子どもにとって遊ぶこと

は生きていくうえで必要不可欠です。自ら「やってみたいことを

やってみる」という体験が子どもの育ちに繋がっていきます。し

かし、そんな子どもたちの育ちに欠かせない「遊び」が、コロナ

禍で後回しにされてしまいがちな現状です。実際に児童館でも、

走り回ったり、スポーツをするような遊びには制限をかけてし

まっている状態です。しかし児童館は子どもたちの「やってみた

い」ができる場所でありたい。コロナ対策とのバランスをとりな

がらどうやって子どもたちの遊びを保障していくか。子どもたち

と一緒に考えていきたいですね。

今月はプレイワーカーのまゆがおたより3面記事を担当します‼
緑児童館にきて早くも4か月。コロナ感染拡大予防策として、
遊び方も制限をかけている児童館。
そんな中でもできることを探索中。児童館の日常をご紹介します‼

子どもの権利条約27条
心や体を十分に成長させ
ていけるような生活を送
る権利を持っています。

☆子どもの権利条約：子ども(18歳未満のすべての人間)を人権の主体者として認め、その保障を地球規模で各国において実現することを約束しあった条約。
この条約は、生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利の大きく分けて4つの子どもの権利を守るように定めています。
※子どもの権利は、国連子どもの権利条約によって約束されたグローバルスタンダード(世界標準)です。

中庭でとれた梅をシロップ
につけています。

畑耕し(穴掘り)中



◆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。

新海池公園地図
★マークがちびっこ冒険ひろば、

にいのみ池プレーパークの会場です。

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。

センター

市バス
「緑保健センター」下車徒歩３分

緑児童館 8 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休館日 ◇ちびっこ冒険 ◇にいのみ池 ★GTタイム ◆おもちゃ図書館

ひろば プレーパーク 17:00～18:00 10：00～15：00

9:00～11:00 14:00～17:00

8 9 10 11 12 13 14

休館日 休館日 ◇ちびっこ冒険 ◇にいのみ池 ★GTタイム

ひろば プレーパーク 17:00～18:00

9:00～11:00 14:00～17:00

15 16 17 18 19 20 21

休館日 ◇ちびっこ冒険 ◇にいのみ池 ★GTタイム

ひろば プレーパーク 17:00～18:00

9:00～11:00 14:00～17:00

22 23 24 25 26 27 28

休館日 ◇ちびっこ冒険 ◇にいのみ池 ★GTタイム

ひろば プレーパーク 17:00～18:00

9:00～11:00 14:00～17:00

29 30 31

休館日 ◇ちびっこ冒険

ひろば

9:00～11:00


