
令和3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） 

・ももクラス 
[体]10:20～ 

・ももクラス 
[体]10：20～ 
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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/ 

１６：００まで 

１６：００ まで 

 

１６：００ まで 

・よみきかせタイム[ひ]11:00～ 

・よみきかせタイム[ひ]11:00～ 
～おはなしポケットによる読み聞かせ～ 

〈活動場所〉   

１階 [ひ]子育てひろば 

２階 [体]体育室 [創１]創作室１ [創２]創作室２ 

４階 [ホ]多目的ホール [研]研修室 

 

・さくらんぼクラス[体]10:20～ 
・いちごクラス[体]11:20～ 

・ぶどうクラス①② 
① [体]10:20～ 
② [体]11:20～ 

・ばななクラス 
[ホ]14:30～ 

 

子育てひろば・体育室 利用について 
三密を防ぐため、定員を設けて運営しています。利用には電話予約が必要です。 

 

平日…下記記載の①～⑤まで 土曜日…下記記載の①～⑥まで 

日曜日…下記記載の①～④までと⑥ 

【子育てひろば】定員：月～金１5家庭、土・日１0家庭 
①10:00 ～ 11:20 ②11:30 ～ 12:50 

③13:00 ～ 14:20 ④14:30 ～ 15:50 ⑤16:00 ～    17:45 
【体育室】定員15家庭／土曜・日曜実施 ⑥10:10 ～ 11:05 
 

体育室では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。 
 

※1日1枠の利用です。上記の枠から一つ選んで予約してください。 

当日９：３０～電話で予約を受け付けています。（当日分のみ予約可能） 

利用にあたっては港区在住の方優先です。また入退館カードの作成が必須となります。 

館内で食事はできませんのでご注意ください。 

不明な点がありましたら職員まで知らせてください。 

【お知らせ】 
★リトミック・親子ヨガ・バランスボール・幼児バレエグループは当選者のみ 

参加可能なプログラムです。（申し込みは終了しています。） 

 ☆ベビーマッサージは、申込者が参加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。詳しくは職員に問い合わせてください。 
・よみきかせタイム、英語であそぼう！、たなばたプログラムは事前申し込み不要ですが、 

当日ひろばの利用予約が必要です。 

昨年度からひろばに遊びに来ている方、久々に来館して職員に声をかけてくれた方…この

状況下ですが多くの利用があり、また、お子さんの成長を共に見ることができ、TAP スタッ

フも嬉しく感じている日々です。引き続き感染症対策をし、皆さんが安心して過ごせるひろ

ばを作っていきます。 

梅雨の時期に入りました。外に出る機会も減り、お家で過ごすことが増えると思います。

土曜・日曜午前中は、体育室で体を大きく動かして遊ぶことができる「乳幼児タイム」を実

施しています。家族で是非遊びに来て、梅雨を楽しく乗り越えましょう！(矢野) 

・図工タイム 
[創2]①14:15～ ②14:45～  

・よみきかせタイム[ひ]11:00～ 

３階 高輪図書館分室 休館 

★ B 日程 リトミック 
 [体]①10:15～10:45 
    ②10:55～11:25 
    ③11:35～12:05 

 

・さくらんぼクラス[体]10:20～ 
・いちごクラス[体]11:20～ 

ちゃれんじウィーク 

ぱわふるウィーク 

★  B 日程 リトミック 
[体]①10:15～10:45 
   ②10:55～11:25 
    ③11:35～12:05 

 

・ばななクラス 
[ホ]14：30～ 

・英語であそぼう！ 
[ホ]①13：30～  ②14：45～ 

★ B 日程 バランスボール 
[体]10:30～11:10 

★幼児バレエグループ  
[ホ]15:00～ 

★幼児バレエグループ  
[ホ]15:00～ 

★ B 日程 親子ヨガ 
[ホ]13:45～14:15 

       14:30～15:00 

★ B 日程 バランスボール 
[体]10:30～11:10 

・ぶどうクラス①② 
① [体]10:20～ 
② [体]11:20～ 

★幼児バレエグループ  
[ホ]15:00～ 

１６：００ まで 

えんじょいウィーク 

・英語であそぼう！ 
[ひ]①13：30～   ②14：45～ 
★幼児バレエグループ [ホ]15:00～ 

★ B 日程 親子ヨガ 
[ホ]13:45～14:15 

       14:30～15:00 

たなばたプログラム 

★ A 日程 親子ヨガ 
[ホ]13:45～14:15 

         14:30～15:00 

★ A 日程 バランスボール 
[体]10:30～11:10 

えんじょいウィーク 

・よみきかせタイム[ひ]11:00～ 

・英語であそぼう！ 
[ひ]①13：30～ 
   ②14：45～ 

・英語であそぼう！ 
[ひ]①13：30～ ②14：45～ 

☆ ベビーマッサージ 
[研]①10:00～10:45②11:00～11:45 

③12:00～12:45 
 ★ A 日程 バランスボール 

（5/7振替日） [体]10:30～11:10 
 



令和3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） 

 

英語であそぼう！【申込不要】 
 

 

講師の先生と子育てひろばで 

手遊びやダンス、うたなどを通じて英語を 

楽しみましょう♪ 
 

 

日時：4日（金）7日（月）21日（月）28日（月） 

時間：①13:30～ ②14:45～ 

対象：幼児     

（※0歳から未就学児の方も参加可能です！） 

場所：1階子育てひろば または 4階 多目的ホール 

 

③か④どちらかの時間のひろば予約をとって参加してく

ださい。 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
   
  
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

・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。   

 皆さんが気持ちよく利用できるよう、ご協力お願いします。  

ひ ろ ば 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控えてください。 

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。 

TAP からおねがい 

よみきかせタイム 【申込不要】 
 

絵本の読み聞かせや手遊びをします。 

日時： 3日、10日、17日（すべて木曜日） 

11:00～ 
場所：1階 子育てひろば 
※24日（木）は、おはなしポケットの 
みなさんによる読み聞かせを行います。 
 

①の時間のひろば予約をとって参加してください。 

 

図工タイム 【当日先着】 
 

にじみ絵で、七夕の笹に飾る吹き流しを 

作ります！ 

日時：21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：各回3組 

詳しくは館内ポスターを見てください。 

 

6月のお知らせ 

実施場所が変更になる可能性があります。 

ボルダリングにチャレンジ！！ 
キッズルームにボルダリングコーナーができました♪ 

自分の力で登ってゴールを目指しましょう！ 
 

場所：１階子育てひろばキッズルーム 

対象：幼児(3歳になったお子さん～未就学児)と 

その保護者 
 

☆怪我防止のためスカートなど、裾の長い洋服での 

参加はできません。 

☆靴下を忘れずに持ってきてください。 

☆実施中は保護者の方の見守りをお願いします。 

 

6月以降のプログラムに関しましても、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、 

多少プログラムの内容を変更して実施、または延期、中止になる可能性があります。

ご了承ください。ホームページを確認してください。 

 

お知らせ 

たなばたプログラム 【申込不要】 
 

織姫・彦星に変身できる衣装を作ります☆ 

短冊も作ることができます。 

おうちやひろばに飾ってみましょう。 

 

 

日時： 6月27日（日）～7月7日（水） 

場所：1階 子育てひろば 

 

ひろばの予約を取って参加してください。 

 
 

 

7月のお知らせ 

講演会～おうちで子育てを学ぼう！～ 
 【申込必要】 

ZOOM で講師の先生から、0歳児の子育てや 

イヤイヤ期についてお話を聞いてみませんか？ 

 

日時： 7月11日（日） 

9:45～10:45   第1部「0歳児子育て講習」 

11:00～12:00   第2部「イヤイヤ期子育て講習」 

 

申込：6月18日（金）10:00～ 

7月2日（金）18:00 

 

今回は Zoom を使用しオンラインで実施します。 

家に Wi-Fi やインターネット環境が整っているか 

確認してください。 

また、事前アンケートにて講師の先生に質問する 

ことも可能です。 

詳しくはチラシ・ポスターを見てください。 

 

 

年齢別活動の 

様子 

さくらんぼ・ 

いちごクラス（1歳児） 
 自由遊びでは、積み木や 

おやま、ボール等を使って 

体を動かし遊びます！ 

 ももクラス（2歳児） 
お友だちと一緒に遊ぶ楽しさを 

皆で味わいます。時にはクーピー等を 

使ってお絵描きもします。 

 
 ばななクラス（3～5歳児） 
ルールのある遊びや体を大きく 

動かす遊びを一緒に楽しみます！ 

作ったこいのぼりロケット、どう 

投げたら遠くに飛ぶか研究中… 

 

 ぶどうクラス（0歳児） 
参加者同士でおしゃべりタイムも 

行います。テーマに沿ってお話 

すると、次第に盛り上がってきますよ！ 
 
 

6月の〇〇ウィーク 

えんじょいウィーク 
5月30日（日）～6月5日（土） 

楽器遊びスペース 

叩いて振って、音楽の雨を降らしましょう☂ 

20日（日）～26日（土） 

ひろばに乗り物おもちゃが 

やってきます！ 

 

ぱわふるウィーク 
13日（日）～19日（土） 

いつものおもちゃに加えて、風船やボールなど 

体を大きく動かして遊ぶおもちゃが増えます！ 

どのおもちゃがあるかは、ぱわふるウィークの 

時のお楽しみです。 

 

 

ちゃれんじウィーク 
6日（日）～12日（土） 

ひろばの中に隠されたある絵を探してみま 

しょう。全部見つかった人はひろばの職員に 

           声をかけると、何か 

           いいことが…☆ 

わくわくウィーク 
シールを貼ったり絵を描いたり…簡単な工作が 

できます！ 

今月はお休みですが、たなばたプログラムで 

衣装や短冊づくりに挑戦してみましょう。 

 


