令和2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）

きらきら通信11月号

子育てひろば 利用時間

体育室利用時間

子育てひろばに遊びに来る子どもたちは、時折「拾ったんだよ」と職員にどんぐりを見せに
来てくれます。子どもたちと一緒に秋の深まりを感じることができ、嬉しくなる季節です。
公園に出かける機会が増えたかと思います。この時期はふと視線を下に落とすとどんぐり
が、見上げると紅葉が目に入ります。様々な形や色を見つけていくだけでもお子さんとの秋の
お散歩は楽しむことができ、大人でもきっと新しい発見ありますよ。
寒くなってきたので体調管理に気を付けながら遊びましょう。ＴＡＰにもぜひ遊びに来てく
ださいね♪
（矢野）
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１６：００ まで
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休館日

９
１６：００ まで

★リトミック
[体]①10:15～10:45
②11:00～11:30
③11:45～12:15

水
４

木

10

・ももクラス

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
ＨＰ：http://www.taplaza.org/
〈活動場所〉
１階

[ひ]子育てひろば

２階
４階

[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

金
６

５
・さくらんぼクラス[体]10:20～
・いちごクラス[体]11:20～
・よみきかせタイム[ひ]11:00～

文化の日
3階 高輪図書館分室休館

ぱわふるウィーク

10月から、乳幼児タイムを段階的に再開しました！
三輪車やボール遊びなど、体を動かして思い切り遊ぶことができます。
ぜひ遊びに来てください★
【実施時間】日曜日 10:10～11:05
※電話での予約が必要です。
詳しくは裏面のお知らせを確認してください。

火

★親子ヨガ
[体]10:30～11:00
11:15～11:45

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

土
７

★バランスボール
[体]10:30～11:10

ぱわふるウィーク

12

11

[体]10:20～

★バランスボール
[体]10:30～11:10

・ばななクラス
[ホ]14:30～

・高輪地区ほっとひといき子育て相談
[ひ]14:00～16:00

14

13
・ぶどうクラス①②
[体]①10:20～
②11:20～

・よみきかせタイム[ひ]11:00～

わくわくウィーク

15

16

１６：００ まで

★リトミック
[体]①10:15～10:45
②11:00～11:30
③11:45～12:15
・図工タイム
[創2]①14:15～ ②14:45～

17

18

19

・おもちゃの病院
［研］10:00～14:30

・さくらんぼクラス[体]10:20～
・いちごクラス[体]11:20～

20

21

3階高輪図書館分室休館

・高輪地区ほっとひといき子育て相談
[ひ]13:00～15:00

27

28

・よみきかせタイム[ひ]11:00～

えんじょいウィーク

22

23
１６：００ まで

勤労感謝の日

ぱわふるウィーク

・ももクラス
[体]10:20～

・ばななクラス
[ホ]14：30～

★バランスボール
[体]10:30～11:10

・よみきかせタイム[ひ]11:00～
～おはなしポケットによるよみきかせ～

・ぶどうクラス①②
[体]①10:20～
②11:20～

ちゃれんじウィーク

30
１６：００ まで

26

25

3階 高輪図書館分室休館

ちゃれんじウィーク

29

休館日

24

★親子ヨガ
[体]10:30～11:00
11:15～11:45
★幼児バレエグループ
[ホ]15:00～

【お知らせ】
★リトミック・親子ヨガ・バランスボール・乳幼児鑑賞会・幼児バレエグループは
当選者のみ参加が可能なプログラムです。
・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。
・子育て相談は予約者の方が参加可能なプログラムです。詳しくは裏面を確認してください。
・よみきかせタイムは事前申し込みは不要ですが、当日ひろばの利用予約が必要です。

★乳幼児鑑賞会
「バブリン先生の
シャボン玉ショー」
[体]①10:00～10:30
②11:00～11:30
③12:00～12:30

令和2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）

11月のお知らせ
よみきかせタイム 【プログラムの申込不要】
日時：11月5日・12日・19日・26日
（すべて木曜日）11:00～
場所：1階子育てひろば
※26日（木）は おはなしポケットのみなさんに
よるよみきかせを行います。

ほっとひといき子育て相談

【予約制】

日時：11月10日（火）14:00～16:00
21日（土）13:00～15:00
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。
当面の間、予約制になります。
詳しくは、インターネットで
「高輪ほっとひといき子育て支援事業」を検索するか、
高輪地区総合支所 区民課保健福祉係まで
問い合わせてください。
（TEL：03-5421-7085）

図工タイム

【当日先着】

日程：11月16日(月)
場所：2階 多目的創作室2
時間：年少～年長① 14:15～14:35
年少～年長② 14:45～15:05
定員：①②各回3組
（子ども1～2名と保護者1名を1組）
今月はスーパーボールを作ります！

おもちゃの病院

乳幼児鑑賞会
「バブリン先生のシャボン玉ショー」

子育てひろば 利用時間
【抽選】

日程：11月28日(土)
①10:00～10:30
②11:00～11:30
③12:00～12:30
場所：2階 体育室
定員：45組（各回15組×3回）
申込：11月1日（日）10:00～11月14日（土）18:00
バブリン先生が TAP にやってきます！
みんなで綺麗なシャボン玉を見てみましょう♪

平日・土曜日…下記記載の①～⑤まで
日曜日…下記記載の①～④まで

① 10:00 ～ 11:20
③ 13:00 ～ 14:20
⑤16:00 ～ 17:45

②11:30 ～ 12:50
④14:30 ～ 15:50

新型コロナウイルス感染症予防対策として、
当面の間、子育てひろばの利用方法を予約制にしています。

幼児対象バレエグループ
申し込み開始します！
日時：11月30日、12月7日・14日・21日
すべて月曜日 15:00～15:50
（12月26日に発表会を行う予定です）
場所：4階多目的ホール
申込：10月30日（金）10:00～
11月11日（水）18:00 （抽選 10組）
対象：港区在住の年少～年長のお子さん
三田バレエスクールの先生と一緒に
バレエを楽しんでみませんか？
申し込みお待ちしています！
※当選した場合、活動初回までに当選者自身で
用意する道具（バレエシューズ、タイツ）が
あります。予め確認の上、申し込みをするよう
お願いします。

【11/1～随時受付】

日時：11月19日（木） 10:00～14:30
場所：4階 研修室
定員：各月12件までの修理となります
（ぬいぐるみ等素材が布地の物は、消毒が難しいため
修理できません。ご了承ください。）
こわれたおもちゃを治してくれるドクターが来ます！

ひろばからの
おねがい

11月1日から、利用時間を変更します！

・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、必ずお子さんの様子が確認できる場所での見守りをお願いします。
皆さまが気持ちよく利用できるよう、ご協力お願いします。

●子育てひろばの利用は、当日予約制の各枠15家庭（土曜・日曜は10家庭）の先着順
となります。
（図書館の本の貸し出し・子育て相談プログラム・身長、体重測定・授乳室のみの利用
についてはその限りではありません。1階受付か、ひろばにいるスタッフまでお知らせ
ください。
）
また、港区在住のお子さんとその同伴者の方優先の利用になります。
●電話申し込みのみの予約となります。予約受付時間：利用日当日の9：30～16：00
（日曜日のみ14：30）
●利用は1家庭一日1枠です。
●緊急時等に TAP から利用者のみなさんへ連絡をする場合があります。
利用時に「入退館カード」の登録をしてください。
不明な点がありましたら、スタッフまで確認してください。

体育室からのお知らせ
10月から日曜日のみ「乳幼児タイム」が復活しました！コンビカーやボールあそびで身体を
動かして遊べます！
毎週日曜日10：10～11：05
※電話での予約が必要です。
（定員15組）ご予約の際は、日曜日に関して、
以下の５枠から希望の枠を1つのみ選んでください。

① 10:00～11:20（ひろば）
③ 13:00～14:20（ひろば）
⑤ 10:10～11:05（体育室）

②11:30～12:50（ひろば）
④14:30～15:50（ひろば）

※ひろばと体育室2ヶ所を予約することはできません。不明点がありましたら職員にお尋ねください。

T AP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、ご協力お願いします。

