芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
日

月
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火

3

水

4
5/3・4・5

木
6

5

〇子育てあんしん
プロジェクト
中止

金

土

7

1

8
〇ちょこっとアート

祝日は 18:15 までの開館です

緊急事態宣言発出に伴い
9

5月のキッズプログラム

2021年

10

◆ハーバリウム ★たんぽぽクラブ

中止の

11
・NP①中止

12

13
〇よちよちタイム
11:00～11:30
20
〇ぴよぴよタイム
11:00～11:30
27
〇お誕生会
11:00～11:30

中止

16

17

18
・NP②中止

19

23

24
〇おはなし会
11:00～11:20

25

26

〇こものづくりボランティア
中止

プログラムがあります。

○わいわいタイム中止
○うきうきタイム中止

14

15

21 中止
◆ふれあいヨガ

22

28 中止
◆産後の
バランスボール
エクササイズ

29
★ROSE CLUB
10:30～11:30

・NP③中止

30

31
★親子deアート
11:00～11:45

○花束カード

○申込み不要
◆申込み制抽選

中止になりました

花束カードで感謝の気持ちを伝えませんか？
日 時：5月1日(土)～5月7日（金）
10:30～11:30 / 15:00～16:00
場 所：3階 アートルーム

○ちょこっとアート「こいのぼり」
日
場
対

時：5月8日(土)
中止になりました
所：集いの部屋
象：1歳

*This program is held in English.

Date :Sat. 29th May 2021
Time : 10:30-11:30 Place : 4th floor gym
Contents : 1. Introduction 2. Free topic
conversation3. Storytelling with
pictures ”KAMISHIBAI”．
*Many toys for babies and kids are
provided, so kids are welcome.
Advisor : Rie Fujita
Target : Foreigner parents and children
Contact : kouryu@shibaura-plaza.com
*Please come to the front desk or send a
message to the above e-mail address for
registration if you want to join this
program.

★親子ｄｅアート「はらぺこあおむし」
日

時：5月31日(月) 11:00～11:45

場 所：4階 体育室
対 象：２歳～未就園 親子10組
申込み：5/24（月)～
※申込み制です。フロントにてお申込み下さい。

○わいわいタイム【１歳児親子対象】
日時：5月25日(火) 10:30～11:00

○うきうきタイム【2歳～未就学親子対象】
日時：5月25日(火) 11:15～11:45

中止になりました。
たんぽぽクラブは地域の民生・児童委員の方々による子育て支援
プログラムです。５月は「手形アート」です。

時：5月10日(月) 10:30～11:30
所：4階・体育室
象：０歳～未就園親子10組
中止になりました

日

時：5月21日(金) 10:00〜11:00

対
講

象：0歳1ヶ月～2歳未満 親子16組
師：藤田麻里 先生

場 所：4階・体育室
参 加 費：無料
申込期間：5/9(日)～5/11(火)
結果発表：5/14(金)

◆産後のバランスボールエクササイズ
中止になりました。

日時：5月28日（金）13:00～13:50

対象：０歳２ヶ月～0歳8ヶ月 親子15組
講師：竹内恵津子 先生
参加費：無料
場所：4階・体育室

★ふれあい相談（事前予約制）
こども園と連携して育児相談を行っています。育児の
ことや発育、発達のこと等、お気軽にご相談下さい。
お電話・ご来館にてご希望日時をお知らせ下さい。

◆ハーバリウムワークショップ

中止

時：５月９日(日)

講 師：鈴木悦子先生

○おはなし会 [入退場自由]
親子で絵本を楽しみましょう！

日 時：5月24日(月) 11:00～11:20
場所：3階・集いの部屋
赤ちゃんと保護者のためのプログラムです。

○よちよちタイム(首すわり～11か月)
5月13日(木) 11:00～11:30

○ぴよぴよタイム(0歳1カ月～首すわり)
※出産を控えている方も見学にお越し頂けます

場所：４階・体育室

中止になりました

★たんぽぽクラブ～手形アート～

◆ふれあいヨガ

※靴を脱いでご利用下さい

土曜、日曜、祝日：9:30～13:00

日

★ROSE CLUB

日
場
対

4階体育室キッズスペース

★申込み制（先着順)
☺ 体育室キッズスペースあり

5月20日(木) 11:00～11:30
場所：４階・体育室
※赤ちゃんの下に敷くタオルをお持ち下さい。
※申込みは不要です。お気軽にどうぞ！

○お誕生会
5月生まれのお誕生会です。

日時：5月27日(木) 11:00～11:30
場所：ミニホール
手形・足形と「こものづくりボランティア」の
みなさんが作って下さったプレゼントがあります。

港区主催事業

芝浦港南地区

○子育てあんしんプロジェクト
～身長・体重の計測～
5月6日(木)
中止になりました

育児相談
できます！

◆Nobody’s Perfect（通称NP）
～完璧な親なんていない～
日時：5月11日(火)〜7月13日(火)
進行役：NPNC認定ファシリテーター
山田和美さん・小泉園子さん

中止になりました

○こものづくりボランティア
日時：5月8日(土)
中止になりました

【キッズルーム利用について】
・利用できる定員は12名、チケット制です。(1日に利用できるのは1枠のみです)
・開室時間は9:30～20:00(祝日は18:15)までとなっております。
そのうち、9:45～17:45は1日1回1時間交代で ご利用いただけます。
17:45～20:00はフリータイムです。
・お電話での予約はできません。当日、フロントにてお声掛けください。
・利用時間の書かれたシールをお渡しいたします。見える場所に貼ってご利用ください。
・ご利用の際は手洗い、手指の消毒をお願いいたします。

緊急事態宣言中も開館いたします。
感染予防のために、利用が密になった場合、短時間でのご利用にご協力ください。

