
　

　今年の夏はその暑さが 9 月まで続くほどでした。「猛暑」の印象が強いこの夏でしたが、思い返すと夏の始まり、
6 月から 7 月にかけては日照時間がとても少なかったことを覚えています。

　プラザの屋上には田んぼがあり、稲を育てています。夏前の日照時間の少なさには、ちゃんとお米が実ってくれるのかという心配もありまし
たが、その後の猛暑で、今度は水枯れを心配しました。それでもお米は順調に育ち、いよいよお米が実りはじめたところで、今度は鳥対策です。
昨年は実ったお米がすべて鳥たちに食べられてしまいました。そこで今年こそはと、防鳥ネットをしっかりかけ、お米を鳥たちから守るように
しました。安心もつかの間、先日の台風 15 号の関東上陸には、育った稲が暴風雨に耐えられるのかと、またまた心配な夜を過ごしましたが、
こちらも何とか無事にやり過ごすことができました。
　さて、今月の AZABU いきもの係はいよいよ収穫祭を迎えます。お米を育てるには八十八の手間がかかると言われていますが、収穫までには
まだまだたくさんの心配事がつきまといそうです。はたして今年こそは麻布ブランドのお米を食すことができるのでしょうか？
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開館時間　　9：30 ～ 20：00（子育てひろばは 10：00 ～ 18：00 です )
休館日　　　国民の祝日・12 月 31 日～ 1 月 3 日
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AZABU Kids-to-Teens Hall 

9:30～18:00おもちゃ図書館
ユニバーサルデザインのトイが出ている日

小学生ラボラトリー「新聞紙ドームをつくろう」

１UPスポーツスペシャル「ダブルダッチ」 
16:00 ～ 17:00　
対象：小学校高学年～中高生

毎月ニュースポーツなどの技術や知識を深めるプロ
グラムを実施しています。今回は、大縄 2本を使っ
た競技「ダブルダッチ」のルールや技術を学びます！

～今月のニュース～
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小学生～高校生まで 1時間遊べるハッピーな時間！
アリーナで何をやるかはMKY（みんなできめよう）

16:00～17:00ハッピータイムMKY
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15:40～16:40小学生タイム
10 月は「AZA秋スペシャル」！AZA夏タイムでやった
プログラムをやるよ。夏休み中に参加した人も参加でき
なかった人も、お楽しみに !!

14:30～15:30
公園で三つ馬やコマまわし、鬼ごっこなどで
遊ぼう！運動できる服と靴できてね。

公園であそぼう10
（日）20

児童館つれづれ草
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（日）

10 月のプログラム

14:00～15:00
幼児さん向けの乗り物等で遊べるよ（対象：幼児）
運動靴で参加してね！（雨天・荒天中止）

屋上であそぼう

インラインスケート (ホッケー )
かっこよく滑ろう！初めてクラスもあるよ☆
時間など詳しくは専用チラシをチェック !

港区ドッジボール選手権大会頑張るぞ !!
日　程：10 月 1 日 ( 火・都民の日 ) 
時　間：12:00 ～ 16:30
会　場：港区スポーツセンター

『米を作るには八十八の手間がかかる ?!』

10 月 31日はハロウィン★仮装やフェイスペイントをして楽しもう♪

日　程：10月 11日（金）
時　間：16:00 ～ 18:00
場　所：アリーナ
推　奨：小学高学年
今回はみんなで力をあわせて
「新聞紙ドーム」をつくります。

BEGINBEGIN

港区ドッジ
ボール大会

Halloween

港区児童館・プラザ交流のドッジボール選手権大会に向
けてたくさん練習してきました !! 低学年チーム「アルゴ
リズムボール」・高学年チーム「AZABU Red Fire’ ｓ」
優勝目指して頑張るぞ !!

A・S・T 秋の陣　隊員募集！
日　程：10月 27日（日）
時　間：9:00 出発～ 17:00 到着予定　※往復貸切バス使用
場　所：あきる野市　みなと区民 (くみん )の森 (もり )　
対　象：港区在住・在学の就園児（年長）～小学生
　　　　就園児は保護者同伴。小学生の保護者も参加可
　　　　※１家族につき大人２人まで申し込めます
定　員：40名
参加費：一人 500円　 今年のA.S.T. は農業体験！秋の実りを収穫します。

申　込：9月 25日（水）～ 10月 5日（土）（電話受付不可）
　　　 申込み用紙に保護者が記入の上プラザ受付に申し込み

※申し込み多数の場合は抽選を行います。抽選結果は 10月 7日
　に館内掲示、ホームページにて発表しますので確認をお願い
　いたします。

※今年度よりバス代の一部を参加者にご負担
　いただくことになりました。ご了承ください。

HP もチェック !!

～第 38 回～みなと区民まつり
「KIDS DANCE CLUB AZABU」が

出場します !!10 月 13 日 ( 日 )10:00 ～
ぜひきてね !!( 児童館ブースも来てね♪ )



ボランティアさんの折り紙

　時間：	 平日 13:00 ～ 18:00
・　　	 土日 10:00 ～ 18:00　
　対象：	 小学生以上（幼児は保護者同伴）　

ボランティアの活動

中 高 生
日 程：毎週水曜日・土曜日
時 間 :18:00 ～ 19:50

～中高生のための駄菓子屋カフェ～

はじまりカフェ BEGIN

日		程　毎週水曜日　※不定期実施もあり
時		間			14:00 ～ 14:30

おはなし会〈Story hour〉

　  2 日（水） おもしろ玉手箱
　  9 日（水） ELCAS さんによる紙芝居や歌遊び
　16 日（水） 紙芝居
　19 日（土）  おはなしや♪さんによるパネルシアター
　23 日（水） 近藤さんによるピアノにあわせた絵本読み聞かせ
　30 日（水） おもしろ玉手箱

ボランティアのみなさんを中心に実施しているおはなしの時間
おもちゃの病院

壊れたおもちゃを治してくれるドクターが来ます。おうちから壊れたおもちゃを持ってきてください。
事前にお預かりもできます。治療費は基本的に無料ですが、部品の購入のために実費がかかる場合もあります。

日	程：10月 15日（火）
時	間：10:00 ～ 15:00（受付は 14:30 まで）

〈TOY HOSPITAL〉

創作活動室

ぶるぶるちゃん
(BURUBURU －ＣＨＡＮ )
10月 1日（火）～10月 13日（日）

日	程：10月 23日（水）13:30 ～ 14:30
場	所：創作活動室

日		程：10月 20日　（日）
時		間：13:00 ～ 15:00（受付終了）

AZA QUEST Ⅱ

AZAQUEST が生まれ変わって帰って来た ‼ 仲間とともに新
たなモンスターとバトルしよう！
※館内ラリー形式のカードゲームを実施します。

（企画・運営：ボランティア　おもしろアドベンチャー）

こみべん
～子どもも、大人も、皆で一緒に教えあい、勉強する居場所～

場　所：休憩スペース
対　象：小学生～高校生
申　込：当日来館して参加
※日時は館内のチラシや HP をご覧ください※

プラザで大学生ボランティアと一緒に楽しく勉
強しよう！学校の宿題や教科書を持ってきて「わ
からない」をなくそう！

AZABU いきもの係
～収穫祭～

　（協力：港区みどりを愛し護る会 平川幸子さん）

屋上にある菜園テラスでみんなで育てた
お米を収穫して食べよう !!

駄菓子屋の雰囲気を味わいながら、
楽しくお話をしよう！

対　象：幼児親子・小学生親子
定　員：10 名
申　込：プラザ受付にて直接、または電話申込み
※日時はお米の状態を見て決定します。
　詳しくは館内の掲示をご覧ください。

糸はんがでスタンプ
（” TAKO-ITO” STAMP!）

糸はんがの技法をを使って、
手作りスタンプを作ります。

10月15日（火）～10月23日（水）
紙コップをぐるぐる回して机におくと…
ぶるぶる！と動くおもちゃを作ります。

おはなし会
～スペシャル～
日　程：10月 25日（金）　
時　間：15:00 ～ 15:30　　
場　所：休憩スペース

プロのわけちゃんによるお楽
しみ劇場！人形劇、パネルシア
ター、ペープサートなど、何が
出るかはおたのしみ！親子で一
緒にお話の世界を楽しみましょ
う♪

レッツ♬陶芸タイム＜ガラスと陶芸のレリーフ作り＞

日　程：10月 26日（土）＜形作り＞　11月 16日（土）＜ガラス乗せ＞
時　間：Aクラス 14:00 ～ 15:30　Bクラス 16:00 ～ 17:30
場　所：創作活動室
対　象：Aクラス　5歳～小学校 1年生（小学生未満は保護者同伴）　
        B クラス　小学校 2年生～小学校 6年生　※港区在住・在学
定　員：各クラス 10名
講　師：小笠原　真子先生　　　　　　　
参加費：100円（粘土、釉薬代）　抽選掲示後から前日までに受付にお持ちください。
申　込：10月 7日（月）～ 10月 12日 ( 土）プラザにて申し込み用紙に記入の上申込み。
　　　　電話受付不可。※申込み多数の場合は抽選となります。
　　　　抽選結果は 10月 20日（日）に館内掲示及びプラザ公式HPにて発表します。

全2回の陶芸グループ活動を行います。今回は「ガラスと陶芸のレリーフ」作りをします。

※15日（火）はおもちゃの病院のため15:00 ～ 18:00

日 程：10 月 26 日 ( 毎月第四土曜日 )

時 間 :18:00 ～ 19:50

～月に一回の中高生だけのお楽しみ～

★中高生タイム★

月に 1 回の中高生だけのイベント !!
内容はお楽しみに♪

ハロウィンカンテラ
(Halloween　hand　lantern)
10月24日（木）～10月31日（木）
ハロウィンにぴったりの、くるくる回る
カンテラを作ります。

日　程：10月 31日（木）場　所：麻布子ども中高生プラザ
※時間や受付に関しては館内の掲示をご覧ください。

　ハロウィン 2019【Hallowe'en2019】
フェイスペイントやトリックオアトリートなどハロウィンイベント !! 詳しくは館内掲示を見てね♪

トリック・オア・トリート
(Trick or Treat)

フェイスペイント
(Face paint)

顔や体にペイントしてハロウィンを
もっと楽しもう !!

「おかしをくれなきゃイタズラしちゃうぞぉ～」
仮装してお菓子をもらおう※なくなり次第終了

子ども歳時記

創作活動室

KIDS DANCE CLUB AZABU
＜追加メンバー募集！＞

日 程：11月～ 3月　月 2回
　　　（基本　第一・第三金曜日）
時　間：ベーシッククラス　
　　　　15:45 ～ 16:45
場　所：ダンススタジオ
対　象：小学 1年生以上
講　師：新道　ともか　先生　
申　込：10月 15日 ( 火 ) ～ 29日 ( 火 )
　　　　受付にて直接申し込み
(申込者多数の場合抽選となります )

ダンスが好き、みんなと楽しくおどり
たいという人をお待ちしています。


