あそび場のご紹介

フレンズ本町のＷＥＢサイト内「イベントレポート」では
教室等開催の様子をお伝えしています。

アリーナ

児童⻘少年
センター

フレンズ本町通信

児童青少年センター フレンズ本町は、渋谷区にある子ども達の遊び場です。

幼児～高校生まで、バスケットボール、卓球、バドミン
トン、ボルダリング、三輪車などで自由に身体を動かし
てあそべます。また、スポーツ大会「フレンズカッ
プ」やサンロッカーズ渋谷の選手が来る、特別イベ
ントも開催しています！開催状況はお問い合せください。

ダンススタジオ

9月9日(土)

普段はグループで活用できる部屋ですが、
当館事業の 『日本舞踊教室』『親子体操教室』
『ジャズダンス教室 』 『チアダンス教室』 の
会場としても活用しています。各種教室の募集状況は
お問い合せください。

2017年

工作室

10:00～16:00

ねんど、おもちゃあそび、手作りゲーム、ペーパークラフ
ト、木工、裁縫、編み物、その他色々な工作を、それぞれ
の年齢や段階、趣向に合わせて楽しめます。今までやった
ことのない作業も、家族や友達、指導員といっしょに楽し
くチャレンジしましょう。

幼児専用タイムのお知らせ
土・日・祝 13:00∼14:00

図書室

場所 B2F アリーナ

世界のハムスター大行進

奥1面

対象：未就学のお子様とその保護者の方
幼児向け三輪車や乗り物、やわ

卓球

らかいボールなどで遊べます。

ボ ルダ リング

卓球

絵本、各種漫画、学習本、読
物などの読書を楽しめます。
また、宿題やパソコンで調べ
学習をして過ごすことも。
定期的に 読み聞かせ事業 を
開催中です。
開催状況についてはお問い合
せください。

かわいい動物たちを抱いたりなでたり、ふれあおう！
対象

※必ず保護者の方がお付き添い下さい。
※イベント開催等で中止になる場合もご

場所 B2F アリーナ

幼児～高校生(未就学児は保護者同伴）

※混雑が予想されます。時間に余裕をもってご参加ください。
※動物たちが怖がらないように、優しくさわってください。
※動物の種類は変更になる場合もございます。

ざいます。

イベントや教室の情報はフレンズ本町ＷＥＢサイトにも掲載しています。
日々の中で、新しい遊びを発見したり、好きなことをたくさんしたり、

WEBサイトは「フレンズ本町」で検索！

http://friends-shibuya.com

友達やスタッフと話をしたり…

人の数だけ、過ごし方があります。

まだ使ったことがないお部屋はありませんか？
これからも、たくさん遊びに来てください。

■開館時間

１０：００～２０：００（小学生のみでの利用は１８：００まで）

■休館日

月曜日（国民の祝日にあたる場合は直後の平日）
第３日曜日、年末年始（１２月２9日～１月３日）

●入口

お菓子ゲット！ハロウィンラリー

※未就学児の利用は保護者の付き添いが必要です。

発行：児童青少年センター フレンズ本町

(京)幡ヶ谷

社会教育館

(京)本町一丁目

水道道路
●本町図書館
●代々木警察

甲州街道

新宿➡

(都)幡ヶ谷
初台駅

➡

京王新線「初台駅」「幡ヶ谷駅」から徒歩１５分
京王バス「本町一丁目」バス停から徒歩５分
京王バス・都営バス「幡代」バス停から徒歩１０分

●コンビニ
六号通り
商店 街

■アクセス

不動通り商店街

帝京短期大学

〒１５１-００７１ 東京都渋谷区本町６-６-２
☎０３-３３７７-５１６０

児童センター前

幡ヶ谷駅

所管：渋谷区子ども家庭部 子ども青少年課 子ども青少年育成係

京王新線

運営：㈱渋谷サービス公社

10月28日(土) 13:00∼16:00（受付15:30まで）
仮装をして館内を巡りながらお菓子をゲットしよう！
★定員先着200名（幼児70名、小学生～高校生130名）お菓子がなくなり次第終了します。
詳細はお問い合せ頂くか、公式HPをご覧ください。

教室・イベントのご案内

しぶや区ニュース、ＨＰにも順次イベントの情報を掲載しています。

『親子であそぼう
9月10日（日）

＜共通事項＞
対 象： 渋谷区 在住 ・在学 ・在 園の方 （未 就学児 は保 護者同 伴）

※日程は変更になる場合があります。事前にＷＥＢページ等でご確認ください。

『クリスマスプレート』

指で描く版画』

11月26日（日）

13：30～15：00

13：30～15：30

対象： 2～3才と保護者

対象： 小学生～高校生

講師： 五感ぐるぐるかきくけこ

講師： 五感ぐるぐるかきくけこ

定員： 10組（申込先着順）

定員： 10組（申込先着順）

『刃物deクラフト 森のハンガー』

15:40∼16:20

10：00～12：00

10月13・20日

11月17・24日（金）

小学生～高校生
講師： 斎藤敦子（デザイナー）

受付開始日： 9月26日(火)
内容： 刃物の安全で正しい使い方を覚えて
「できる」を増やそう。
※ 開催中は工作室の通常利用は

16:20∼17:00

10月…4、11、18、25日(水）
○定員：１５名

9月…13、27日(水)

10月…11、25日(水)

○対象：小学校４年生～高校生

11月…8、22日(水)

○定員：１５名

親子でローラーケートを楽しめる時間です。一緒に身体を動かしましょう！

定員： 10名（申込先着順）
受付開始日： 9月26日(火)
内容： かぎ針でスヌードを編みます。
16：30から20分間は『編み物相談タイム』

10:00∼11:20

9月…23日(土・祝) 10月…8日(日)、21日(土) 11月…12日(日)、25日(土)
○対象：小学生以上とその保護者

○定員：各５組(１０名)

作成中の作品等ご持参ください。

できません。

バスフィズづくり』

『親子でいっしょに

15：00～16：00

11月30日（木）

リンクを２周するタイムを学年部門別・男女別に競います！景品あり。

バスボムづくり』

15:00∼15:40

10：30～11：30

対象： 小学生
講師： 工作室スタッフ

対象： 3才～未就学児と保護者

定員： 10名（申込先着順）

定員： 10名（申込先着順）

9月…23日(土・祝)
○対象：小学生以上

10月…9日(月・祝)

11月…23日(木・祝)

〇定員：２０名

講師： 工作室スタッフ

受付開始日： 10月25日(水)

受付開始日： 10月9日(月)
内容： 食品材料で入浴剤を作ります。

内容： 食品材料で入浴剤を作ります。

音楽スタジオ

１人で来ても大丈夫！

楽器とふれあおう

であそぼう

〇 ● ○ ●

●9月∼11月…毎月第1・第3水曜日 開催
時間内にお越しください。

○講師：音楽室スタッフ
○対象：小学校３年生～高校生
○定員：５名（混雑時入室制限あり）
○受付：当日会場にて

9月24日(日)

①音楽スタジオ・ダンススタジオが空いている日時に使えます！
③フレンズ本町の音楽・発表イベントに出場し発表することも…！

○対象：２歳～小学１年生とその保護者
○定員：親子含め２０名（申し込み先着順）

②バンドや吹奏楽、ダンス発表会などの練習に使えます。
詳しくはお問合せ頂くか、公式ホームぺージをご覧ください。

★ボルダリング教室は毎月開催しています！
10月.11月分はHP等で随時お知らせいたします。

○受付開始日：９月１０日(日)
○持ち物：水筒、くつした、タオル（運動靴でお越しください）

○対象：小学校３年生～高校生

団体登録（3名以上）をすると…

10:30∼12:00

○講師：ワイルドペンギン

○講師：細川雅史（ギタリスト）

○持ち物：アコースティック／エレキ／ベースギター（貸出有）、

も毎月開催しています！

初めてでも大丈夫！やさしくご案内いたします。

時間内にお越しください。

○受付：当日会場にて

『ホッケークラブ』

ボルダリング場

●9月∼11月…毎月第2・第4日曜日 開催

○定員：５、６名（混雑時入室制限あり）

『一輪車タイム』

※教室以外の通常開放時は、混雑時入場制限をする場合があります。

ギター教室
15:00∼18:00

このほか

※ローラースケート場は、悪天候・雨上がりなどリンクが濡れている場合、
及びホッケークラブ等開催中は休場となります。

なかなか触れる機会がない楽器。まずは音を鳴らしてみよう！ ギター初心者から、もっと上手くなりたい人まで！

15:30∼17:30

9月…6、13、20、27日(水)

高学年向けに開放！思いっきり滑って楽しめます。

17：00～18：00

講師： 鹿熊勤（日本エコツーリズムセンター理事）
定員： 10組20名（申込先着順）

申込：当日先着順

○対象：小学校１～３年生

『かぎ針編み教室』（全4回）
対象： くさり編み・コマ編みができる

● 〇 ● ○

持ち物：水筒、くつした、タオル

低学年向けに、靴の履き方、滑り方から練習を始められます。

対象： 小学生と保護者

11月22日（水）

＜共通＞講師：ローラースケート場指導員

に描きます。どんな模様になるかな？

食紅で楽しみます。

『勤労感謝の

ローラー・インラインスケート場

受付開始日： 11月10日(金)
内容： クリスマス音楽を聴きながらガラスのお皿

受付開始日： 8月25日(金)
内容： 指で伸びるやわらかい粘土と

10月28日（土）

事 前申 込：受 付開 始日の １０ :０ ０か ら窓 口・電 話に て

⁂＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊⁂

『 木の実のヒミツ 読み聞かせ ＆ びっくり体験』『 昔あそび をしよう 』
11月11日(土) 11：00∼11：40

10月21日(土)

対象：2歳～小学校低学年

対象：幼児～高校生、６０歳以上の方

〇講師：図書室・工作室スタッフ

〇講師：山田修靖
(ベーゴマ全国チャンピオン)
〇定員：なし(混雑時は制限あり)
〇受付：当日会場にて

〇定員：10名(あそび会のみ)
〇受付：当日会場にて

13：30∼16：00

