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　少し前の話になりますが、12 月末に行われた港区の児童館交流会。麻布子ども中高生プラザはけん玉パフォーマンスと合唱のコラボ企画で発表を行いま
した。それをきっかけに、学童クラブの 1・2 年生たちを中心に、今ではけん玉が大ブームとなっています。10 月にはまだ大皿にさえスムーズに乗せるこ
とができなかった子ばかりだったのに、今では自分たちで技を編みだすくらいの上達ぶり。それを見ていた周りの子たちも、「けん玉貸して」と熱心に練習
しています。子どもたちの影響力とはすごいものだなと、つくづく感心させられます。
　1 月はお正月プログラムで行った羽根つきやかるた、紙相撲、そして創作室でのタコ作りから、毎年この時期になると練習するメンバーが増える百人一首
など、昔あそび色の濃かった 1 か月でした。昔あそびはじっくりと取り組んで自分の技量を上げていくものがほとんどです。出来なかったことができるよ
うになる達成感、喜びを得ること、そしてそのために努力することで、子どもたちは集中して物事に取り組むようになります。
　時間や場所などちょっとしたスキマがあればできる昔遊びをこれからも仕掛けていきたいと思っています。
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http://azabu-plaza.jp
麻布子ども中高生プラザ

あざぶ PRESS

〒 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

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「デコスイーツ作り」

１UPスポーツ「インディアカ」 
16:00 ～ 17:00　
対象：小学校高学年～高校生

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、羽根の付いた特殊なボールを手で打ち
合う「インディアカ」を行います。
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BEGIN

BEGIN

小学生～高校生まで1時間たっぷり遊べるハッピーな時間 !!
集まったみんなが遊びを決めるハッピータイムに参加しよう !

16:00～17:00ハッピータイムMKY

BEGIN

16:00～16:40小学生タイム
2 月は中国ゴマの『ディアボロ』にチャレンジします！

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2

（日）
16

児童館つれづれ草

2
9

（日）

2 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 !

日　程：2月 14日（金）
時　間：16:00 ～ 18:00
場　所：休憩スペース
推　奨：小学高学年

本物みたいなスイーツをつくろう！

HP もチェック !!
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BEGIN
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折り紙

【今月のニュース】アートスケープ 開催 !! 

インターナショナルスクールに通う子どもたちの合同美術展。
絵画、版画、写真、陶芸など国際色豊かな作品が並びます。

日　時：2月  5日（水）　16:30～18:00
　　　  2月28日（金）　16:30～18:00
場　所：遊戯室
対　象：小学生～中高生世代
定　員：各回約30名（先着）
講　師：  5日 尾上菊之丞さん【日本舞踊 】
　　　　　    白波瀬立さん【カポエイラ】
　　　　28日 岡啓輔さん【舞踏】
申　込：各回10日前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。
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協力：公益財団法人児童育成協会　　企画・運営：ＡＤＤ実行委員会

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 !!

その他詳しい情報は
HPをチェック !!

BEGIN

ダンス×ダンス
Remix

ダンス×ダンス
Remix

BEGIN

日程：2月 13日 ( 木）～ 2月 25日（火）
時間：各エリア開館時間内
場所：1階展示読書コーナー、2階プラザ内

インラインスラローム体験会
日　程：2月 2日（日）
時　間：14:00 ～ 16:00
対　象：小学生～高校生
　　　　　(インラインスケート経験者 )
　　　  道具持参可能
　　　　(シューズ・プロテクター )
定　員：20名程度
　　　　　(シューズサイズに限り有り )
申　込：プラザ受付にて本人又
　　　　その保護者が直接申込み
講　師：やしおスケートパークスタッフ
パフォーマー：インラインスラロームチーム
　　　　　　　「オーキッズ」

プロの舞踊家と、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！

いつものスケートとは一味違う「スラローム体験」
をアリーナで行います !!
大迫力のパフォーマンスもお楽しみに♪

　【けん玉ブームに思うこと】

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

2020年
FEBRUARY

1 月 23日（木）～ 2月 9日（日）の開館中に、
日本折り紙教会所有の折り紙作品を展示します !!



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※工作の受付は17:30 まで

　　　　　また、18日（火）はおもちゃの病院のため15:30 ～ 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〉

  5 日（水）   おもしろ玉手箱
12 日（水）　エルカスさんによるパネルシアター
15 日（土）　おはなしや♪さんによるパネルシアター
19 日（水）　紙芝居
26 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
預かりもできますので、受付にお声がけください。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：2月 18日（火）
時	間：10:00 ～ 15:00
　　　（受付は14:30 まで）

〈TOY HOSPITAL〉

創作活動室

とことこオニ
(TOKOTOKO-ONI)
2月 1日（日）～2月 3日（月）
※ 1 日はプログラムのため
   午前のみの使用となります

日	程：2月 26日（水）13:30 ～
場	所：創作活動室

日		程：2月 2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～

日　程：2 月 3 日、10 日、17 日（月）
　　　　　　 26 日（水）
時　間：16:00 ～ 17:45
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
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！
※保護者の方へ塾の宿題はご自宅でお願いします。

駄菓子屋の雰囲気を味わいながら、
楽しくお話をしよう！

ハートのフェルトバック
（Felt bag ‐ shape of a heart）
2月4日（火）～2月14日（金）　　

カップに指をはめると、トコトコ
歩くオニの完成です。オニを作っ
て友達と遊ぼう。

日 程：2 月 22 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♪

にじいろリング
(Rainbow kaleidoscope)
2月 15日（土）～2月 29日（土）

2 枚のフェルトを組んで作るミ
ニバックを作ります。

ミラーテープを使って光の反射
を楽しむ工作を作ります。

AZABU SPRING CAMP 2020
日　程：プレキャンプ 3月　1日（日）13:00 ～
　　　　キャンプ活動 3月 27日（金）～ 3月 29日（日）
場　所：国立妙高青少年自然の家（新潟県）
対　象：小学 3年生～中学 3年生※高校生はサブリーダーとして参加可能です
定　員：60名（港区在住在学優先）
参加費：小学生 5,000 円・中高生 5,100 円（宿泊費・食費・レンタルスキーの実費分・交通費一部負担金）
申　込：2月 1日（土）10:00 ～電話にて受付（区外の方は 2月 8日 10:00 より受付となります）

春キャンプは雪の大自然が舞台。あたたかい春の日差しが降り注ぐ雪の森で、
異年齢の仲間たちと共に、様々なアクティビティをします。

※詳細は館内ポスターもしくはホームページをご覧ください。

子ども歳時記　
節分オニリンピック 2020
日　程：2月 3日（月）
時　間：15:00 ～ 16:00
対　象：全年齢参加できます

今年は東京オリンピック開催の
年。オリンピック競技で鬼たち
と対決して退治しよう !!

とり+かえっこ＜TORI+KAEKKO＞
日　程：2月 8日（土）
時　間：14:00 ～ 16:00
場　所：ゆうぎしつ・休憩スペース（受付）

またまた、やってきました「とり＋かえっこ」！子どもたちの力でおもちゃの街を作り上げよう♪
「使えるけど、もう使わない」そんなおもちゃが家にあったら持ってきてね！

おもちゃを持ってこなくても楽しめるよ。2月 2日 ( 日 ) ～ 8日 ( 土 ) もおもちゃを受付中です！

港区児童館卓球交流会
日　程：2月 29日（土）
時　間：14:00 ～ 17:00　　　　　
場　所：赤坂子ども中高生プラザ
対　象：小学生～高校生
申　込：2月 1日から受付にて申込み
共　催：赤坂子ども中高生プラザ
　　　　高輪子ども中高生プラザ

港区の中高生プラザが合同で卓球大
会を行います !! 特別練習にも参加し
て優勝を目指そう !!
詳しくは館内ポスターを見てね♪

○小学生店長募集○
店長募集期間：1月 22日（月）～　　店長準備期間：2月 2日（日）～ 7日（金）

小学生店長にはポスター作りやゲームの運営をやってもらいます !!

レッツ♬陶芸タイム　＜ベル作り＞
日　程：2月 1日（土）＜形作り＞　2月 29日（土）＜色着け＞
時　間：Aクラス 14:00 ～ 15:30　Bクラス　16:00 ～ 17:30
対　象：Aクラス 5歳～小学校 1年生・Bクラス 小学校 2年生～小学校 6年生
　　　　　※港区在住・在学（小学生未満は保護者同伴）
定　員：各クラス 10名
講　師：小笠原　真子先生　　　　　　　
申　込：1月 18（土）～ 1月 24日 ( 金）プラザにて申し込み用紙に記入の上申し込
み　　　　※電話受付不可。申し込み多数の場合は抽選となります。
　　　　　抽選結果は 1月 25日 ( 日 ) に館内掲示及びプラザ公式HPにて発表します。
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。

全2回の陶芸グループ活動を行います。今回は「ベル」作りをします。

とり＋かえっこは、子どもの力で作る街。小学生店長になりたい子、集まれ～ !!


