平成30年度 乳幼児親子さん向けのお知らせです

４月６日（金）までは、学校
休業日時間での実施となります。
９日（月）以降でも小学生の
子ども達が早くから来館する
場合は、譲り合ってのご利用を
お願いいたします。

きらきら通信４月号
新年度が始まりました！初めて幼稚園・保育園に通うお友だち、進級するお友だち・・・様々な変化が
訪れます。お父さん・お母さんにとっては忙しい１ヶ月かもしれませんが、そんな時こそ、TAP に遊びに来て
ゆっくり過ごしたり、体育室で思いきり遊んだりしてください☆４月になって、ひとつ上のお兄さん・
お姉さんになった皆に会えるのを楽しみにしています(*^▽^*)
（藤澤）

平日（４月中）
土・日・学校休業日
【金】（13日～）

港区立高輪子ども中高生プラザ（TAP）
子育てひろば 利用時間

港区立高輪子ども中高生プラザ
住所：〒108-0074港区高輪1-4-35
電話：03-3443-1555
メール：takanawa-plaza@aurora.ocn.ne.jp
ＨＰ：http://taplaza.org/

平日・土曜日 10：00 ～ 18：00
日曜日
10：00 ～ 16：00

体育室利用時間
10：00 ～ 12：00／12：30 ～ 13：45頃
11：00 ～ 11：30／14：00 ～ 14：30
15：30 ～ 16：00（年少児～年長児対象）

〈活動場所〉

※プログラムで体育室を使用している際は、体育室・プレイルーム共に利用できません。
詳しくは子育てひろば内に掲示してある体育室利用予定表をご確認ください。
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[体]体育室 [創１]創作室１ [創２]創作室２
[ホ]多目的ホール [研]研修室
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[ひ]14:00～16:00
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１６：００ まで

[ひ]子育てひろば

・よみきかせタイム[ひ]11:30～

・高輪地区ほっとひといき子育て相談
前期 乳幼児活動
登録受付開始 ～ 随時

木

１階
２階
４階

11

★第1期Ａ日程
バランスボール
[体]10:30～11:30

12

★第1期Ａ日程 親子ヨガ
[ホ]13:30～15:00

・よみきかせタイム[ひ]11:30～
・高輪地区ほっとひといき子育て相談
[ひ]14:00～16:00
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16

17
★第１期 リトミック
[体]10:15～11:55

１６：００ まで

18

・ももクラス[体]10:40～

19
・ばななクラス
[ホ]14：30～

23
１６：００ まで
金太郎衣装貸出スタート！！
<４月２３日～５月６日>

24

25

・図書館プログラム
・図工タイム[創2]①14:15～
②15:30～

30

29

★第１期 リトミック
[体]10:15～11:55

１６：００ まで

休館日
振替休日

3階

高輪図書館分室 休館

[ひ]11:00～
★第1期Ａ日程 親子ヨガ
[ホ]13:30～15:00

・ぶどうクラス①②
①[ひ]10:10～
②[ひ]11:10～

・よみきかせタイム[ひ]11:30～
3階

22

・さくらんぼクラス[体]10:10～
・いちごクラス[体]11:10～

・高輪地区ぱぱ・まま育児相談
[ひ]13:00～15:00

高輪図書館分室 休館

26

★第1期Ａ日程
バランスボール
[体]10:30～11:30

27

28

・おもちゃの病院 ［創1］10:00～14:30
・絵本のおへや [ひ]11:30～
～ボランティアによるよみきかせ～

・高輪地区ほっとひといき子育て相談
[ひ]14:00～16:00

【お知らせ】
★第1期リトミック・親子ヨガ・バランスボールは、当選者のみ参加が可能なプログラムです。
（第１期の申し込みは終了しています。）
・クラス活動は登録が必要になります。詳しくは職員にお問い合わせください。
・個人登録カードをご利用で、幼稚園などへ進学した方は、必ず変更届の提出をお願いいたします。

平成30年度 乳幼児親子さん向けのお知らせです

港区立高輪子ども中高生プラザ（TAP）

おしらせ
前期乳幼児活動の登録 が
始まります！
登録開始日：４月2日（月）～ 随時
今年度も年齢に応じた活動を親子で行います。
※ 原則として港区内に在住する乳幼児とその
保護者を対象とさせていただいております。
ご了承ください。
※日程等の詳細は、チラシをご覧ください。

ひろば職員紹介
こどもの日特別企画！

金太郎になりきって写真を撮ろう！
＜申し込み不要＞

日時：4月3日（火）、12日（木）、26日（木）
14:00～16:00
場所：子育てひろば
保健師や助産師、栄養士に15分間程度の
相談ができます。

私たちの他にも、たくさんの職員が
みんなと遊ぶのを楽しみに待っています！
今年度もよろしくお願いいたします☆

日時：４月23日（月）～ ５月6日（日）
子育てひろば開室時間内
※プログラム実施中、12時～1時15分の間は除く。
場所：子育てひろば内

たか い

や

日程：4月23日（月）
場所：2階 多目的創作室2
時間：年少～年長① 14:15～15:15
年少～年長② 15:30～16:30
＊②のクラスは小学生と合同で行います。
定員：①と②合わせて30名

の

まな み

①矢野 愛美
②ぶどうクラス
③今年度から TAP にお世話に
なります。ピアノと茶道が好き
です。これから一緒に、
たくさん遊んで、たくさん
笑いましょう♡

※詳しくはポスターをご覧ください。
（４月１０日頃に掲示予定です！）
何をつくるかはお楽しみに…☆

ぱぱ・まま 育児相談【当日受付】
日時：4月21日（土）13:00～15:00
場所：子育てひろば
15:00～は読み聞かせ後に「離乳食について」
をテーマに栄養士とグループトークを行います。
ぱぱ・まま揃ってのご参加お待ちしています！！

よみきかせタイム ＜申し込み不要＞
日時：４月5日・12日・19日・26日
（すべて木曜日）11:30～
場所：子育てひろば（読み聞かせコーナー）
※26日（木）はボランティアによる、
よみきかせ「絵本のおへや」を行います。

おがわ

しまもと

おもちゃの病院【当日まで随時受付】
日時：４月26日（木） 10:00～14:30
場所：２階 多目的創作室１
こわれたおもちゃを治してくれるドクターが来ます！

図書館プログラム ＜申し込み不要＞
日時：4月24日（火）11:00～
場所：子育てひろば
図書館の方が読み聞かせをしてくださいます！

★さきどり情報★
５月２６日（土）に年中さん・年長さんを対象にチャレンジキッチンを実施します！
詳細は５月の通信、チラシ、ポスターでご確認ください！

ひろばからのおねがい
・大人は衛生面配慮の為、ひろば内では必ず靴下を履いての利用をお願いします。
・体育室に入室する時は、運動靴がおススメです。長靴、ブーツ（ヒールのある靴）、サンダル
（クロックス）では体育室内では遊ぶことができませんが、見守りについては入室可能です。
その際、必ずお子さまの様子が確認できる場所での見守りをお願いいたします。
皆さまが気持ちよく利用できるよう、ご協力お願いいたします。

り

な

じょう

①髙井 譲
②ももクラス
③特技は図工です！！
みんなでステキな作品を
たくさん作りましょう♪

金太郎の衣装を着て写真を撮ることができます。
※詳しくはポスターをご覧ください。

図工タイム ≪当日先着≫
ほっとひといき子育て相談【当日受付】

①名前
②年齢別担当クラス
③ひとこと

①島本 莉那
②ばななクラス
③よく、大学生と間違われて
いますが、社会人です！
好きな動物はアルパカです♡
よろしくお願いします♪

め

い

①小川 芽衣
②ぶどうクラス
③こんにちは！この春から
社会人になりました。
右も左もわからず緊張
していますが、精一杯
頑張ります！よろしく
お願いします！

ふじさわ

と も み

①藤澤 知美
②ぶどうクラス、
さくらんぼ・いちごクラス
③今年度もよろしくお願い
します！子どもたちは
もちろん、パパ・ママとの
交流も楽しみにして
います(*^▽^*)

TAP からのおねがい
ＴＡＰへの車による送迎や周辺での駐停車はお控えください。ＴＡＰは児童の
利用が多く、出入口や施設周辺での児童の飛び出しが、開設以来数件起きてい
ます。大きな事故にならないために、ご協力お願いいたします。

