
移動児童館 にいのみ池プレーパーク

日時 ：9月2・9・16・30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 ：9月3・10・17・24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。

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
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
9月5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♪

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



9月7・14・28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♪)

9月のちびっこ冒険ひろばは…
・火曜日開催
・暑さ対策のため
早い時間帯で（9:00～11:00）
開催します！
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9月3・10日（金）
10:00～10:40

9月17・24日
10月1・8・15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 申込：9月11日(土)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

日時：9月7・8・14・15・22・28・29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

区内3カ所のプレーパークに自由に参加しながら、「子どもも大人もおもいきり遊び、
大人はついでに子どもの遊びや育ちについて学んじゃおう！」というコンセプトの
「遊育クラブ」。現在5組の親子が登録しています。皆さん、好きな時に参加して楽しん
でいらっしゃいます。
幼児親子の登録が多いですが、小学生の参加、そしてお父さんの参加も大歓迎！
自分の子どもが遊ぶ様子をじっくり観察したり、他の子どもと関わる様子を見たりできる
貴重な機会ですし、大人も年齢や個性の異なる子どもたちと触れ合うことで、自身の育児
にもプラスになります。興味のある方は、ぜひお問合せください！

プレーパークってなに？と思った方は…
くわしいチラシをご覧ください

「遊育（ゆういく）クラブ」
クラブ員追加募集！



児童館で「絞り」をやった。自分で企画してやっ

たけど、人(参加者)は少なかった。またやりたいが

(準備のために)買い物をするのが大変なのでどうし

ようかと思っている。

【やってみてわかったこと】

けっこうきつくしばらないと模様が出

ないことが分かった。色々な色や柄が

できてよかった。いろいろな大きさ

の跡(模様)が作れて楽しかったし、

偶然できた金魚みたいな模様も

できてよかった。

（とあるちゃばんな小学生）

「夏休み」をテーマに
子どもたちから投稿を募集しました！

→この夏、マンガを描
くことにはまった高校
生からの投稿。ここに
は一部しか載せられま
せんでしたが、マンガ
全編は児童館に掲示し
てあります！

児童館に余っていた毛糸。どうやっ

て使う―？と小学生と話していると

「今、ひまなひと‼リリアン（編み物）

ができる。今、大好評」と編み物ブー

ムを仕掛けようとするチラシが作られました（笑）

ブームになるかなぁ？と思いながらも職員が編んで

いると、「何それーやってみる！」とハマる子が続

出。中には「誰が夏休み中に一番長く編めるか？」

を競う「長い物コンテスト」を開催する子も。企画

した本人は一日中編み続け、できあがった「長～い

もの」を見せてくれた時は誇らしげな顔でした。や

りたいように満足いくまでやってみること。何かに

没頭すること。たっぷり時間がある夏休みだからこ

そ、できることだなあと思いました。

（報告：職員つげ）

編んだものをつな
げて毛布のように
していました→

コロナ禍の２回目の夏休み。普段よりも制限してしまう事が多い中ですが、

できることはある！工夫すればできるようになることもある！やってみたいことはある！

そして子どもはそこにいる。そんな夏休みの児童館は、工作がブームになったり、

ピアノに挑戦してみたり、マンカラにはまった子がマンカラ大会を企画したりしています。

大規模な児童館のイベントはできませんでしたが、自分で企画してやってみることや、

何かに取り組んでみるという機会につながったように思います。

緑児童館では、子どもが自らやってみたいと思える環境をつくり、そして子どもたちのやってみたいこと

をこれからも応援していきます‼

子ども企画

子ども投稿コーナー

「バスケも卓球もできないし児童館きてもひまだ

なー」そんなあなたも、企画にしたら相談にのり

ます。やりたいことを一緒に企画してみよう！

○○大会・アートな企画・発表・ボードゲーム大

会などなどやってみたいことをおしえてください。

やってみたいことを子どもが自ら企画・運営していく取り組みです。子ども企画

は、誰でもいつでもできます。やってみたい人は職員に相談してみてね。

企画者にインタビュー‼

←中学生からの作品。
「花火やりたいな～」と
思って描いたそうです！
投稿者：にゃんぷー



◆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 9 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

8/29 30 31 1 2 3 4

休館日 ◇ちびっこ冒険ひろば ◇にいのみ池 ◆あかちゃんひろば◆暇クラブ

9:00～11:00 プレーパーク 10:00～10：40 10：00～12：00

14:00～17:00 ★GTタイム

17：00～18：00

5 6 7 8 9 10 11

◆おもちゃ図書館 休館日 ★じゆうひろば ★じゆうひろば ◇にいのみ池 ◆あかちゃんひろば

10：00～15：00 10:30～12:00 10:30～12:00 プレーパーク 10:00～10：40

★おもちゃ病院 ◇ちびっこ冒険ひろば 14:00～17:00 ★GTタイム

13：30～16：00 9:00～11:00 17：00～18：00

12 13 14 15 16 17 18

休館日 ★じゆうひろば ★じゆうひろば ◇にいのみ池 ◆あかちゃんひろば

10:30～12:00 10:30～12:00 プレーパーク 10:00～10：40

◇ちびっこ冒険ひろば 14:00～17:00 ★GTタイム

9:00～11:00 17：00～18：00

19 20 21 22 23 24 25

祝日・ 休館日 ★じゆうひろば 祝日・ ◆あかちゃんひろば

休館日 10:30～12:00 休館日 10:00～10：40

★GTタイム

17：00～18：00

26 27 28 29 30

休館日 ★じゆうひろば ★じゆうひろば ◇にいのみ池

10:30～12:00 10:30～12:00 プレーパーク

◇ちびっこ冒険ひろば 14:00～17:00

9:00～11:00


