
令和4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]10:20～11:00 
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日 月 火 水 木 金 土 
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休館日 
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  ★ B 日程 バランスボール 
[体]10:30～11:10 
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19 20 21 22 23 24 

 

 
★ノーバディーズ・パーフェクト 

    [研]13:00～15:00 
 

 

25 

 
 

26 

 

 

27 28 
 

 

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 

・よみきかせタイム[ひ]10:55～11:15 
～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 

 

１６：００まで 

１６：００ まで 

子育てひろば利用について 
三密を防ぐため、定員を設けています。定員：５０組 

 

子育てひろば 平日、土曜：10:00～18:00 

日曜日：10:00～16:00 

12:30～13:30は消毒時間のためお休みです。 

 
※大人の方はひろば内では靴下を履いてご利用ください。 

※小学校以上のお子さんは子育てひろばの入室はできません。 

やむを得ない事情がある場合はスタッフまでご相談ください。 
 

・乳幼児タイム：２F 体育室 
三輪車やボールなどで遊べます♪ 運動靴で利用してください。 

※実施日時はカレンダーを見てください。 

 

・ぶどうクラス①② 
① [体]10:20～11:00 
② [体]11:20～12:00 

・さくらんぼクラス[体]10:20～11:00 
・いちごクラス[体]11:20～12:00 

・図工タイム 
[ひ]➀14:35～14:55 
   ②15:00～15:20 

 

★ A 日程 バランスボール 
[体]10:30～11:10 

 

 

１６：００ まで 

 

寒い日が続いていますが、風邪など引いていませんか？引き続き、手洗い・うがい・マ

スクの着用で対策をしっかりして、残りの冬を元気に過ごしましょう！子育てひろばでも

定期的な換気を実施しています。 

２月は、乳幼児さん向けのふゆまつりがあります。絵本をテーマにしたおまつりとなっ

ていますので、みんなで楽しみましょう！申込をお待ちしています！（千葉） 

 

 

・乳幼児タイム 

［体］10:00～11:50 

 

・乳幼児タイム 

［体］10:00～11:00 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:50 

・乳幼児タイム 

［体］10:00～11:00 

・乳幼児タイム 
[体] 10:00～11:00 

 

★ B 日程 親子ヨガ 
 [ホ]①13:45～14:15 
    ②14:30～15:00 

     

 

・ぶどうクラス①② 
① [体]10:20～11:00 
② [体]11:20～12:00 

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

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

★ A 日程 バランスボール 
[体]10:30～11:10 

 

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

・乳幼児タイム 

［体］10:00～11:00 

・よみきかせタイム 
[ひ]11:00～11:15 

休館日 

３階 高輪図書館分室 休館 

・ばななクラス 
[ホ]14:30～15:30 

★ノーバディーズ・パーフェクト 
 [研]13:00～15:00 

★ A 日程 親子ヨガ 
 [ホ]①13:45～14:15 
    ②14:30～15:00 

     

・ばななクラス 
[ホ]14:30～15:30 

★ノーバディーズ・パーフェクト 
 [研]13:00～15:00 

 
 

★ B 日程 親子ヨガ 
 [ホ]①13:45～14:15 
    ②14:30～15:00 

     

★ とうげい教室（月曜クラス） 
 [ホ]14:30～15:30 

★ とうげい教室（土曜クラス） 
 [ホ]14:30～15:30 

・乳幼児タイム 

［体］10:00～11:00 

【お知らせ】 

★リトミック、親子ヨガ、バランスボール、ノーバディーズ・パーフェクト、 

とうげい教室は当選者のみが参加できます。（申し込みは終了しています。） 

・クラス活動は登録が必要となります。詳しくは職員に問い合わせてください。 

 

  

３階 高輪図書館分室 休館 
 

★ノーバディーズ・パーフェクト 
 [研]13:00～15:00 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:50 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:00 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:50 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:50 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:50 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:50 

 ひなまつり<2/20（月）～3/3（金）まで> ひなまつり<2/20（月）～3/3（金）まで> 

ひなまつり<2/20（月）～3/3（金）まで> 

 

高輪図書館分室  

休館 

おもちゃの病院受付 

12日（日）10:00～ 

16日（木）10:30まで 

・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 

・乳幼児タイム 
［体］10:00～11:50 

利用時間10:00～16:00 

（ふゆまつり準備の為） 

ふゆまつり 
※子育てひろばの 

通常利用はできません 



令和4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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAPからのおねがい 

 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： 7日、21日、28日（すべて火曜日） 

11:00～11:15 

場所：1階 子育てひろば 

※16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～となります。 

英語であそぼう！ 
 

講師の都合により、２月はお休みです。 

2月のお知らせ 

 図工タイム【当日先着】 

「フェルトで壁かけかざり」 
フェルトにペタペタ飾りつけして 

世界に１つだけの壁かけかざりを作ろう！！ 
 

日時：15日（水） 

①14:35～14:55 ②15:00～15:20 

対象：乳幼児とその保護者 

場所：1階 子育てひろば  
定員： 各回6組 

 おもちゃの病院  〈2/12～先着10件〉  
壊れたおもちゃをドクターに直してもらえます。 
 

おもちゃの受付期間 

12日(日)10:00～16日(木)10:30 
（おもちゃの返却は17日（金）以降です。） 
※電話での予約はできません。1階受付に持参して 

ください。 

※コンピュータゲーム等の電子機器のおもちゃは治療

できません。 

※感染症対策の為、ぬいぐるみや口に含む玩具も、 

治療の対象外となります。 

※おもちゃは、1家庭1つの受付になります。 

      ひなまつり 【申し込み不要】 
今回はおはながみをちぎって、オリジナルの 

ちらし寿司を作ります！写真スポットあります。 
 

日時：2月20日（月）～3月3日（金） 

場所：1階 子育てひろば 

 

 

 

 

日時：2月18日（土） 

① 10：30～11：30 

② 11：45～12：45 

③ 14：00～15：00 

④ 15：15～16：15 
※上記の時間①～④の中から１枠を選んで申し込んでください。 

※当日は子育てひろばの通常利用はできません。 

 

 

場所：高輪子ども中高生プラザ １階子育てひろば 
     ※当日はバギー置き場の混雑が予想されますので、徒歩での来館に 

ご協力をお願いします。 

 

対象：0歳～未就学児とその保護者 

 

定員：各枠35組（先着） 

申込み期間：1月15日（日）10：00～2月17日（金）16：00 

申込み方法：１階受付の職員に声を掛けてください。 
※ゲームの内容など詳細は HP・館内ポスター・チラシを確認ください。 

・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事故が、開設以来数件 

起きています。お子さんの安全のため、車による送迎や周辺での駐停車はなるべく控えて 
いただきますよう、ご協力お願いします。 

・高輪子ども中高生プラザ周辺は静かな住宅地です。 

近隣の騒音になるような行為は控えていただきますよう、ご協力をお願いします。 

ちびっこふゆまつり 

～とびだせ TAPえほんのせかい～ 

今回のテーマは、絵本の世界！ 

絵本の世界に飛び込んで登場人物になりきろう♪ 
 

・赤ずきん 

・おおきなかぶ 

・ヘンゼルとグレーテル 

・からすとみずさし 

絵本にちなんだ遊びができます★ 

 母子ベビーマッサージ 【先着】 

 

日時：3月14日（火） 

① 10:00～10:45 ②11:00～11:45  

場所：4階 多目的ホール 

定員：各回 10組 
対象：1カ月検診終了～ 

         歩き始める前のお子さんとその母親 

申込み期間：2月15日（水）10:00 
～3月1日（水）18:00 

1月から、 

子育てひろばの消毒時間が 

12:30～13：30のみに 

なっています！ 

たくさん遊びにきてください♪ 


