
令和4年度 乳幼児親子向けのお知らせです                                                                                       港区立高輪子ども中高生プラザ（TAP） 
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〈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 

 

気温の高い毎日が続いていますね。外に出ると真夏の太陽に照らされ、 

本格的に夏が来たなと日々感じています。 

TAP では、みなさんが快適に過ごせるよう、館内を涼しくして待って 

います！楽しいイベントも盛りだくさんなので、ぜひ遊びに来てくださ 

い！ 暑い夏を一緒に乗り越えましょう！ 

みんなの笑顔が見られることを職員一同楽しみにしています♪（増山） 

１６：００ 

まで 

１６：００ 

まで 

１６：００ 

まで 

１６：００ 

まで 

１６：００ 

まで 

１６：００ 

まで 

・ばななクラス    

[ホ]14：30～15:30 

★B日程 
バランスボール 
[体]10:30～11:10 

・さくらんぼクラス 
[体]10:20～11:00 

・いちごクラス 
[体]11:20～12:00 

・ももクラス 
[体]10:20～11:00 

 ・よみきかせタイム

[ひ]11:00～11:15 
 

・よみきかせタイム

[ひ]11:00～11:15 

・よみきかせタイム

[ひ]11:00～11:15 
 

 

 

子育てひろば・乳幼児タイムの利用方法が変わります！！ 
 

制限緩和に伴い、電話予約がなくなります。 

ただし、消毒時間中は子育てひろばでは過ごせません。 

詳細は裏面を見てください。 

 

利用にあたって、入退館カードを必ず作成してください。 

館内での食事は引き続きできません。 

１６：００  

まで 

・ばななクラス    

[ホ]14：30～15:30 

・ももクラス 
[体]10:20～11:00 

 

★B日程 
バランスボール 

[体]10:30～11:10 

★B日程 親子ヨガ 
[ホ] 13:45～14:15 

       14:30～15:00 
 

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、運動靴での利用をお願いします。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。  

3階 高輪図書館分室 

休館 

 

休館日 
山の日 

休館日 
海の日 

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

 

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

・よみきかせタイム 
～おはなしポケットによる

読み聞かせ～ 

[ひ]10:55～11:15 
 

3階 高輪図書館分室 

休館 

 

たなばたプログラム7月7日まで 

水遊び（雨天、他プログラム中は中止です。） 

【お知らせ】 
★グループ活動「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 

乳幼児講演会は当選者のみ参加可能なプログラムです。 

（グループ活動第1期の申し込みは終了しています。） 

・第2期申込日程は裏面を見てください。 

・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。 

１６：００ 

まで 

・ぶどうクラス①② 
 [体]①10:20～11:00 
    ②11:20～12：00 

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/ 

★幼児バレエグループ

[ホ]15:00~15：50 
 

 

・乳幼児移動児童館 
[館外]10:45～11:30 

★バレエ発表会 
[ホ]14:40～15:00 
 

・ぶどうクラス①② 
 [体]①10:20～11:00 
    ②11:20～12:00 

★B日程 親子ヨガ 
[ホ] 13:45～14:15 

       14:30～15:00 
 

・英語であそぼう！ 
[ホ]①11：30～12：00 

            ②13：30～14：00 
水遊び 

水遊び（雨天、他プログラム中は中止です。） 
 

水遊び 

１６：００ 

まで 

・よみきかせタイム 
～おはなしポケットによる

読み聞かせ～ 

[ひ]10:55～11:15 

・よみきかせタイム

[ひ]11:00～11:15 
 

・よみきかせタイム

[ひ]11:00～11:15 

・よみきかせタイム

[ひ]11:00～11:15 
 

・英語であそぼう！ 
[ホ]①11：30～12：00 

            ②13：30～14：00 

・英語であそぼう！ 
[ホ]①11：30～12：00 

            ②13：30～14：00 

・英語であそぼう！ 
[ホ]①11：30～12：00 

            ②13：30～14：00 

・英語であそぼう！ 
[ホ]①11：30～12：00 

            ②13：30～14：00 

・図工タイム 
 [ひ]①14:35～14:55 
    ②15:00～15:20 

・図工タイム 
 [ひ]①14:35～14:55 
    ②15:00～15:20 

★乳幼児講演会 
[ホ]10:00～11:00 

１６：００  

まで 

おもちゃの病院受付 
16日（土）10:00～ 

21日（木）10:30まで 

すいかわりゲーム 

おもちゃの病院受付 
13日（土）10:00～ 

18日（木）10:30まで 



令和4年度 乳幼児親子向けのお知らせです                                                                                       港区立高輪子ども中高生プラザ（TAP） 

 

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：7月5日、12日、19日、 

8月2日、9日、16日、30日 

（すべて火曜日） 

11:00～11:15 
場所：1階 子育てひろば 

※7月28日（木）、8月25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。 
時間は10:55～です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たなばたプログラム【申込不要】 
 

織姫、彦星の衣装制作や短冊にお願いを書き、 

一緒にたなばたを楽しみましょう！ 
 

日程： 開催中～7月7日（木） 

場所： 1階 子育てひろば 

 
※参加したい方はひろばの職員に声をかけてください。 

７月・８月のおしらせ 

水遊び【電話予約が必要】 
きらきら通信6月号に掲載していた内容が 

変更になりました。 
暑い夏がやってきました！ 

水遊びのおもちゃを用意して待っています♪ 
 

日時：7月26日（火）、27日（水）、29日（金） 

８月2日（火）、３日（水）、5日（金） 

   ①10:15～11:30 ②13:45～15:00 

定員：①先着20組 ②先着20組 

   ５組ずつ、15分毎の入れ替えで遊びます。 

※参加予約は当日9：30からの電話 

予約で行います。 

   ※気温が低い場合、光化学スモッグ警報が 

出た場合、雨天中止です。 

場所：1階 駐輪場前 

対象：座位が安定している乳幼児～ 

未就学児とその保護者 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、プールの 

中には入りません。水に触れて楽しみましょう♪ 

※タイムスケジュールなど、 

詳しくは、チラシを確認してください。 

予定は変更になる場合もあります。 

 

英語であそぼう！【電話予約が必要】 
ジャン先生と手遊びやダンス、 

うたなどを通じて英語を楽しみましょう♪ 
日時：7月14日、21日、28日 

8月4日、25日 

（全て木曜日） 

①11:30～12:00 

②13:30～14:00 

対象：幼児 

（※0歳から未就学児の方も参加可能です！） 

定員：先着20組 

場所：1階 子育てひろば または、4階 多目的ホール 
 

※上記いずれかの時間を選んで参加してください。 

※講師の都合等によりプログラムが中止となる場合が 
あります。あらかじめホームページで実施の有無を 

確認するか、電話で問い合わせてください。 

 

すいかわりゲーム【申込不要】 
ひろばの中で実施します！ 

みんなでチャレンジしましょう！ 
日時：8月15日（月）～８月19日（金） 

①10:15～12:15 ②13:45～15:45 

③16:45～17:45 

対象：港区在住の乳幼児を子どもにもつ保護者 

場所：1階 子育てひろば  
※詳しくは、後日掲示されるポスターを確認してください。 

※すいかわりに参加したい場合は、ひろば内の職員に声をかけ

てください。 

※すいかを食べる行事ではありません。 
 

移動児童館 きらきらたっぷっぷ 
【申込不要】 

 

TAP の職員と公園で遊びませんか？ 

今回は「水鉄砲あそび」をします！ 
 

日時： 7月19日（火）10:45～11:30 

   ※日付等変更がある場合は HP やチラシに 

掲載しますので確認してください。 

場所：亀塚公園 

参加する方は現地に集合してください♪ 

対象：乳幼児とその保護者 

※雨天の場合、TAP の２階体育室で代替行事を 

行います。 

※詳しくはチラシを見てください。 
 

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 

図工タイム【申込不要】 
紙コップ花火を作りましょう！ 

日時：7月11日（月） 

①14:35～14:55 

②15:00～15:20 
対象：乳幼児を子どもにもつ保護者 

場所：1階 子育てひろば  
定員： 各回6組 
※詳しくは、ポスターを確認してください。 

８月は24日（水）に実施します！ 

内容はお楽しみに…！！ 

7月から子育てひろばの利用方法が変わります♪ 
 

第２期 グループ活動 

申込み開始のお知らせ 
 

リトミック・ヨガ・バランスボールの 

申込みが始まります！ 
 

申込み期間：7月19日(火)10：00～ 

8月2日（火）18：00 
 

 抽選結果発表：８月10日(水)10：00～ 

           各活動の初回日まで 
 

※電話での申込みはできません。 

※詳細は、ポスター及びチラシを確認してください。 

※港区内に在住する乳幼児とその保護者の方が対象 
です。 

 

後期 クラス活動 登録開始日のお知らせ 
 

同年代のおともだちと一緒に製作や手遊び、運動遊びを楽しみましょう♪ 
 

9月1日（木）10：00～ 
 

前期参加された方も、再度登録が必要となります。参加したことのない方も、 
ぜひこの機会に参加してみませんか？たくさんの参加をお待ちしております！ 

 

※港区内に在住する乳幼児とその保護者の方が対象です。 

 

9月に年中・年長児対象で 

食育プログラムを予定しています！ 

 

※詳しくは、 

きらきら通信9月号を確認してください。 

 
① 電話予約がなくなります。定員は50組です。 

直接遊びに来てください。 

② 消毒時間 12：30～13：30、16：00～16：30  

（消毒中はひろばの利用はできません。） 

③ 月～土曜日は18：00まで、 

日曜日は16：00まで利用できます。 

④ 入室時、ひろば職員に名前を教えてください。 
 

 

英語であそぼうは当日の 

9：30から電話予約を 
開始します！ 

① 電話予約がなくなります。定員は50組です。 

② 時間が変更になります。10:00～11:00（土日のみ実施） 
 

乳幼児タイムも利用方法が変わります★ 
 


