
　9 月 29 日（日）は年に一度の児童館まつり「Aza-Pla LAND」。今年は夏休み中から子ども実行委員を組織し、子
どもたちが中心となってその内容を決めました。タイトルを「Aza-Pla　アドベンチャー　LAND」として、冒険ゲー

ムを展開する「アドベンチャーエリア」を主に子どもたちが運営し、食べ物や飲み物を提供する「カーニバルエリア」を保護者の方々や地域の方々
に運営していただきました。毎年規模を増していく「Aza-Pla LAND」。今年はたくさんの子どもたちのがんばりと、それをやさしく見守る大人
の方々がとてもあたたかいお祭りとなりました。ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。
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〒 106-0047　港区南麻布 4-6-7　TEL：03-5447-0611（おかけ間違いにご注意ください）
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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麻布子ども中高生プラザ
児童館月刊通信

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「パタパタ作りに挑戦！」

１UPスポーツスペシャル「タグラグビー」 
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、ラグビーリーグを基にした、年少者 /
初心者向けの球技「タグラグビー」のルールや技術を学びます！

～今月のニュース～
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BEGIN
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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

BEGIN

16:00～16:40小学生タイム
11 月は「ミニ運動会」！たくさん体を動かして、スポー
ツの秋を楽しもう！

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11

（日）
17

港区防災訓練に参加しよう !!
11 月 10 日 ( 日 )9:30 から六本木中学校にて防災訓練が
行われます。災害時に役立つ訓練の体験ができます。子
どもコーナーもありますので、親子でご参加ください。

児童館つれづれ草

11
10

（日）

11 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 !

【Minato Music Mates 2019 開催】
日　程：11 月 2 日 ( 土 ) 
時　間：13:00 ～ 16:00
会　場：高輪子ども中高生プラザ

スポーツの秋 !! 芸術の秋 !! プラザでも色々なイベントが盛りだくさん !! どんな秋を過ごそうかな♪

日　程：11月 8日（金）
時　間：1回目 16:00 ～
　　　　2回目 17:00 ～
場　所：休憩スペース
推　奨：小学高学年
定　員：各回 10名（当日先着順）
パタパタと絵が変わる不思議なおもちゃを作ります。

BEGIN

港区のプラザ（赤坂・港南・高輪・神明・麻布）を
利用している中高生のみんなが主役になる LIVE イベント !!
麻布からも 2 組の中高生が出演します !!

日　程：11月 29日（金）　16:30 ～ 18:00
場　所：遊戯室
対　象：小学生～中高生世代
定　員：約 30名（先着）
講　師：福留　麻里先生　コンテンポラリーダンス
　　 　 北島　由記子先生　盆踊り　　　　　　
申　込：11月19日までに専用の申し込みフォームよりお申込みとなります。
　　　　締め切り後も定員に余裕があれば参加可能です。

プロの舞踏家と、港区でダンスに関わる様々な方からダン
スを習うワークショップ。ダンス経験があってもなくても、
日本や世界の多様なダンスを楽しみましょう！

HP もチェック !!BEGIN

Minato Music Mates

『 Aza-Pla アドベンチャー LAND』

Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル 13「 放課後ダイバーシティ・ダンス」 ADD港区ワークショップ 第 1回

◆運営スタッフ
子ども実行委員会、麻布子ども中高生プラザボランティア
大人スタッフ（ひろば利用者、プラザ・学童クラブ利用児の保護者、
港区青少年対策高陵地区委員会、麻布母の会、笄小学校 PTA）

◆収支報告
収入：89,000 円（チケット 100 円× 890 ＝ 89,000 円）
支出：248,284 円（食材・ゲーム景品・装飾用品等）
※差額の159,284 円は麻布子ども中高生プラザ事業費より支出いたしました。

プラザカップ
練習

プラザカップ
練習

プラザカップ
練習

プラザカップ
練習

「 ほうかご ダンス×ダンス remix」 http://bit.ly/2o8ELC2
こちらでも申込み可能 !!

主　催：東京都、
　　　　公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京
共　催：港区麻布地区総合支所(予定 )
協　力：公益財団法人児童育成協会
企　画　運営：ＡＤＤ実行委員会



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〉

　  6 日（水） おもしろ玉手箱
　  9 日（土） マーガレットクラブさんによる紙芝居とリズム遊び
　13 日（水） ELCAS さんによる紙芝居や歌遊び
　16 日（土）  おはなしや♪さんによるパネルシアター
　20 日（水） 紙芝居
　27 日（水） 近藤さんによるピアノにあわせた絵本読み聞かせ

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：11月 19日（火）
時	間：10:00 ～ 15:00
　　　（受付は14:30 まで）

〈TOY HOSPITAL〉

創作活動室

ぶんぶんごま
(〝BUNBUN”　TOP)
11月1日（金）～11月11日（月）

日	程：11月 27日（水）13:30 ～ 14:30
場	所：創作活動室

日		程：11月 17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！

駄菓子屋の雰囲気を味わいながら、
楽しくお話をしよう！

紙くちゃパペット
（Paper Puppet）

11月12日（火）～11月20日（水）

工作用紙を使ってぶんぶんごま
を作ります。コツをつかんでブ
ンブン鳴らそう！

レッツ♬陶芸タイム
＜ガラスと陶芸のレリーフ作り 2 回目＞

日　程：11月 16日（土曜日）＜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　
講　師：小笠原　真子先生

10月に自分で作った形にガラスを乗せるよ !!1回目に参加した人は来てね！

※19日（火）はおもちゃの病院のため15:00 ～ 18:00

日 程：11 月 30 日（土）
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♪

オホデディオス
(Ojo de Dios)

11月21日（木）～11月30日（土）

封筒をくちゃくちゃにして柔ら
かい手触りのパペットを作りま
す。

枝と毛糸を使い、南米のお守り
をつくってみよう！

児童館ダンス交流
フェスティバル

港区中高生
バスケットボール交流会

英語紙芝居＆
子ども英語落語

プラザカップ
日　程：11月 24日（日）
時　間：13:00 ～ 17:00　　　　
場　所：赤坂子ども中高生プラザ
対　象：小学生
申　込：10月 23日（水）から
　　　　※プラザ受付にて本人が申込み
練習日：11月 2日（土）、9日（土）、　
　　    16 日（土）16：00～
　　　　21日（木）17：00～

港区の児童館が集まっ
て小学生のフットサル
大会を行います。みん
なでチームを作って優
勝を目指そう！

日　程：11月 24日（日 )
時　間：14:00 ～ 15:30( 開場 13:30)
場　所：遊戯室
共　催：一般財団法人　港区国際交流会

日本の伝統文化である
「紙芝居」と「落語」
を英語で上演します。
英語が分からなくても
分かりやすく解説して
くれるので大丈夫。落
語の体験会もあるよ。

日　程：12月 1日（日）
時　間：14:30 ～ 15:30
場　所：アリーナ
◆出場者
　新座市福祉の里児童センター 
　草加市立氷川児童センター
　世田谷区希望が丘青少年交流センター
　麻布子ども中高生プラザ

4館合同でダンスの発表会をします。
また、発表後にHIPHOP体験会を行い
ます。みなさんぜひ参加してください！

日　程：11月 17日（日）
時　間：12:30 ～ 16:30
場　所：赤坂子ども中高生プラザ
対　象：中学生・高校生

プラザ代表頑張ります！
ぜひ応援しに来てくだ
さいね！

全 2回の陶芸教室です。1回目は 10月 26日（土）の同時間です。
前日の 25日（金）まで追加募集受付中！※定員になり次第受付終了


