
移動児童館 にいのみ池プレーパーク

日時 ：１１月４・１１・１８・２５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 ：１１月５・１２・１９・２６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♪

フリースペース（平日の居場所）

日時 ：１１月４・１１・１８・２５日

（全て木曜日）10:00～13:00
対象 ：小中学生
内容 ：館内で自由に過ごせます♪ちょっとしたプロ

グラムに参加もできます。

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。

マスクをするのがつらいときは、人と十分な
距離をとって、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

【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

１１月７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

１１月７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♪



緑児童館主催子育て講座 子どものことをもっと知ろう

「０・１・２・３の世界の正解！？」

コロナ禍も2年が経とうとしています。感染予防のため外出控えや各種施設の利用制限などにより、他の乳

幼児と触れ合う機会が少なく、我が子の発育に不安を抱える保護者が多いと感じています。

そこで今回、0から3歳までの基本的な乳幼児の発達について知り、学ぶ講座を企画しました。「これでよ

いのだろうか…」と感じているのは一人ではありません。そんな皆さんの出会いのきっかけになれば。

【講師】椙山女学園大学 教育学部 子ども発達学科 教授 石橋 尚子 氏

【日時】12月3日（金）10:00～11:30 【会場】緑児童館ホール

【対象】0～3歳の子どもと保護者 【定員】先着10組 【託児】子ども同伴OK（託児無し・同室同伴）

【申込】11月12日（金）9：00から 電話あるいは児童館窓口にて申込

１１月２・９・１６・３０日
（全て火曜日）

10:00～13:00【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
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）
申込：不要
開催時間中好きな時間に利用できます♪

どろんこ遊び・森へのおさんぽなどを
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♪)
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10月22・29日（金）
11月12日（金）
10:00～10:40

1１月19・26日（金）
1２月10・17（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：11月12日(金)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

じゆうひろば
日時：１１月２・９・1６・３０日

火曜日 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

※新型コロナウイルス感染状況によっては
開催を中止いたします。最新情報はホーム
ページにてお知らせします。

次のページで
ちびっこ冒険ひろばの様子を

お届けします！

※新型コロナウィルス感染状況によってやむなく

中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。



外に出るのが気持ちいい季節になりましたね。緑児童館では、新海池公園で
週2回、屋外の遊び場を開催しています。子どもたちが自由に遊べる環境を、
職員と参加者のみなさんで一緒につくっています。外で思いっきり遊びたい
人も、外遊び初めてなんだけど…という人も、だれでも参加できますよ。

木の小屋が目印です。
新海池が見渡せる高台にある
広場がプレーパークです。

火曜も木曜も、0歳さん大歓迎！
「まだ歩けないけど…」って人も大
丈夫！まずは赤ちゃんを抱っこして
草の上に座ってみて。すると、他の
子をじっと観察したり、草のチクチ
ク、落ち葉のカサカサを感じてみた
り…0歳さんもたのしめること、たく
さんありますよ♪

10月から火曜日の10:00～13:00
開催になりました。お間違えなく！

新海池公園で外遊び！

火曜日 木曜日

どんぐり拾い放題★
ペットボトルをどんぐり入れにす
るのが流行りのようです。

にいのみ池プレーパーク

14:00～17:00

乳幼児対象

対象：0～120歳（だれでも！）

火曜はシエスタ
（おひるね）コーナー
あります。

虫も取り放題★
バッタやトンボ、カマキリ、
カメムシ（⁉）など…大人も夢中
になって取っています。
大人が楽しそうにしていると、
子どもたちものびのびできるんだ
ろうな～

児童館では、子どもたちの表現の場の1つとして、工作やアートなど自由にで

きる環境を作っています。中でも、紙粘土は度々ブームがおこり、幼児から高校

生までいろんなものを作っています。あふれるほどの作品を館内に展示していま

したが、こんなにたくさん作っているならもっといろんな人に見てもらったら面

白いのではないかと思い、今回うりんこ劇場で開催された『みんなの発表会』

(NPO法人芸術の広場ももなも主催)に作品を出展してきました！紙粘土ブームに

一役買っている常連の高校生に搬入を手伝ってもらい、展示のレイアウトなども

一緒に考えました。児童館の中だけでなく、いろんな人や場とのつながりをとお

して、自分の世界を広げていってほしいです。

名古屋市では、『なごや子どもの権利条例』が作られており、子どもの権利の

一つである子どもが意見表明をできる機会を作っていく取り組みをしています。

子どもたちの意見表明は言葉だけでなく、遊んだり何か作ってみたり絵を描い

てみたり踊ってみたりいろんな形で表現します。それらはすべて子どもの思い

の表現であり、意見の表れだったりします。どんな小さな子どもでも自分の思

いをさまざまな形で表現しています。そんな子どもたちの表現の場をこれから

も作っていきたいですね。

なごや子どもの権利条例
第17条子どもが主体的に参加
し、意見を表明する機会をつく
り、子どもの意見を尊重します。

出張！作品展示



◆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 11 月のカレンダー
開館時間 8:45～17:00

日 月 火 水 木 金 土

1 休館日 2 3 祝日・ 4 5 6

★じゆうひろば 休館日 ★フリースペース ◆子どものことをもっと知ろう ◆暇クラブ

10:30～12:00 10:00～13：00 『思いやりは自己満足から？！』 10：00～12：00

◇ちびっこ冒険ひろば ◇にいのみ池 10:00～11:30

10:00～13:00 プレーパーク ★GTタイム

14:00～17:00 17:00～18:00

7 8 休館日 9 10 11 12 13

◆おもちゃ図書館 ★じゆうひろば ★フリースペース ◆あかちゃんひろば

10：00～15：00 10:30～12:00 10:00～13：00 10:00～10：40

★おもちゃ病院 ◇ちびっこ冒険ひろば ◇にいのみ池 ★GTタイム

13：30～16：00 10:00～13:00 プレーパーク 17:00～18:00

14:00～17:00

14 15 休館日 16 17 18 19 20

◆遊育クラブ ★じゆうひろば ★フリースペース ◆あかちゃんひろば
(場所：鳴子中央公園) 10:30～12:00 10:00～13：00 10:00～10：40

10:00～16:00 ◇ちびっこ冒険ひろば ◇にいのみ池 ★GTタイム

10:00～13:00 プレーパーク 17:00～18:00

14:00～17:00

21 22 休館日 23 祝日・休館日 24 25 26 27

◆遊育クラブ ★フリースペース ◆あかちゃんひろば
（場所：水広公園） 10:00～13：00 10:00～10：40

10:00～16:00 ◇にいのみ池 ★GTタイム

プレーパーク 17:00～18:00

14:00～17:00

28 29 休館日 30

★じゆうひろば

10:30～12:00

◇ちびっこ冒険ひろば

10:00～13:00


