スタジオより

音楽・ダンス

＜団体登録の更新のお知らせ＞

卓球

ギター教室

渋谷区立
ボ ルダ リング

卓球

平成29年4月～平成30年3月に団体登録をしたみなさんは、平成30年度の更新手続き
（任意）を行なってください。更新していない場合は6月以降のご予約ができなくなりま
す。ご利用の予定がある団体は更新をお願いします。
くわしくは、スタッフまでお尋ねください。

児童青少年センター フレンズ本町は、子どもたちのあそび場です。

移 動 動 物 園

ギター初心者から、もっと上手くなりたい人まで！
講師：細川雅史（ギタリスト）

6月24日（日）

●日程共通

１１月まで各月２回、第２・４の（土）または（日）に開催
6月…10(日)、24日(日) 7月…14(土)、28日(土) 8月…11(土)、25日(土)

10：00～16：00

※９月以降の開催日程は教室内、ＨＰにて告知いたします。

＜入門教室全１２回＞
16:00∼16:50

＜基礎教室全１２回＞
17:00∼17:50

好きな時間に気軽にギター！
プロの先生が教えてくれます。
入退場は自由です。

初心者から歓迎！ギターの持ち方から弾き方
まで、基礎となる練習をします。１曲弾ける
ようになって発表会に参加してみよう！

経験者向け。コードがいくつか弾ければ参
加できます。しっかり弾きたい子のレベル
アップ教室。発表会にも挑戦します。

○対象：小学校３年生～高校生
○定員：５名（混雑時入室制限あり）
〇持ち物：ギター（あれば）、弾きたい曲
〇受付：当日会場にて

○対象：小学校３年生～高校生
○定員：５名（申込先着順）
（全日程に参加できる方）
○持ち物：ギター（あれば）
〇受付：5月19日（土）から

○対象：小学校３年生～高校生
○定員：５名（申込先着順）
（全日程に参加できる方）
○持ち物：ギター（あれば）、弾きたい曲
〇受付：5月19日（土）から

＜自由開放＞
15:00∼15:50

楽器とふれあおう

※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。

ア
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リ

ノ
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環境改善と共に人々の“心の色” を塗り変えるプロジェクト。
2003 年以降全国40 箇所以上の多様な現場で、

○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

http://friends-shibuya.com

発行：児童青少年センター フレンズ本町
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フレンズ本町のカベ3か所を、カラフルにペインティングするよ！

講師：高橋雅子（ホスピタルアートプロデューサー）

●入口

フェア

※未就学児の利用は保護者の付き添いが必要です。

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

ロ

不動通り商店街

10:00～12:00/13:00～14:00

場所：工作室

定員：なし（混雑時順番待ちあり） 材料がなくなり次第終了します
●コンビニ
六号通り
商店街

■アクセス

児童センター前

１０：００～２０：００（小学生のみでの利用は１８：００まで）
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）

プ

アートによる社会革命チーム「輪なんだ―アートプロダクション」を設立。
美術館や医療・教育・福祉現場・震災被災地にて多用なアート活動を展開する。

(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

➡

■休館日

ン

対象：小学生～高校生
定員：各15名（申込先着順）
受付開始日：8月10日(金)

WEBサイトは「フレンズ本町」で検索！

帝京短期大学

■開館時間

ョ

①10:00～11:30 ②13:30～15:00

イベント・教室のお知らせや開催の様子をはじめ、フレンズ本町の最新情報をチェックできます。

〒１５１-００７１ 東京都渋谷区本町６-６-２
☎０３-３３７７-５１６０

シ

8月24日(金）

明るい環境づくりと地域活性に取り組んでいる。

公式ホームぺージでは…
フレンズ本町ＷＥＢサイトもご覧ください！

B2F アリーナ
幼児～高校生(未就学児は保護者同伴）

アートリノベーションプロジェクト

はじめのい～っぽ！ 楽器って楽しい！ まずは音を鳴らしてみよう！

8月…お休み

場所
対象

みんなのチカラでフレンズ本町をカラフルに変身させよう！

ギター、ベース、ドラム、キーボードが使えるよ！

6月…13、20日 7月…4、18日
15:30∼17:30(入退場自由)

かわいい動物たちを抱いたりなでたり、ふれあおう！

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

牛乳パックで紙すきハガキ

スライムフェア

モーター工作フェア

牛乳パックから自分だけのハガキを作ろう！

大人気のスライム！

モーターを使って自由に工作しよう！

7月28日(土)～31日(火)

不思議な感触を体験してみよう！ 8月5日(日）

〇対象：小学生～高校生

8月24日(金)～26日(日)
〇対象：小学生～高校生

〇対象：小学校5年生～高校生

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。

＜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）
事 前申 込：受付 開始 日の１ ０ :０ ０から窓 口・電 話にて

※日程等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。

図書室のイベント

ローラースケート場のイベント
だれでもよみきかせタイム

読み聞かせ&工作会

夏と海と小さな貝の宝箱

＜共通＞持ち物：水筒、くつした、タオル、防寒着

お 問合せ： ０３ -３ ３ ７７ - ５ １６ ０

※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
の開催中は休場となります。
※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。

申込：当日先着順

集まった人同士で、声に出して本を読んで楽しみます。

海の絵本と貝の世界をたのしもう！

聞くだけの参加も歓迎！

7月28日(土）11:00～11:40

6月2日(土) 7月8日(日) 8月4日(土)

○対象：3歳～小学校3年生

12:30～13:30(入退場自由）

（幼児は保護者同伴）

○対象：小学生～高校生、お子様連れの保護者の方

○定員：10名（工作会。読み聞かせは定員なし）

○定員：なし

○講師：図書室、工作室スタッフ

○持ち物：好きな絵本（あれば）

○受付：当日先着順

○他：フレンズ本町スタッフも参加します。

15:40∼16:20

10:00∼11:20

6月…30日(土)
7月…16日(月・祝)
8月…11日(土・祝)

6月…2、9、16、23、30日(土)
7月…7、14、21、28日(土)
8月…4、11、18、25日(土)

○対象:小学生以上
○定員:２０名

○対象:小学生以上とその保護者
○定員:各５組(１０名)
親子で身体を動かそう！
★好評につき4月より毎週開催になり
ました！

２周のタイムを競おう！色々
な方法で測定予定！

16:00∼17:00

15:00∼15:40

6月…1、8、15、22、29日(金) 6月…6、13、20、27日(水)
7月…6、13日(金)
7月…4、11、18日(水)
〇対象:小学生以上
〇定員：１５人
※一輪車のサイズ、
台数に制限あり

〇対象:新小学１年生
〇定員：１５人
まずは靴の履き方からやってみよう！

自由に一輪車であそぼう！
※夏休み期間中はお休みになります

※夏休み期間中はお休みになります

工作室のイベント
タイムマシーンにのって

ゴツゴツのブロッコリーを描こう

父の日工作フェア～紙でつくるせんす～

ゆらゆらゆれる熱帯魚

重たくてゴツゴツのブロッコリーをよーく観察。

大切なおうちの人に、手作りのせんすを贈ろう。

ゆらゆら揺れる自分のイメージの熱帯魚を、のびーる粘

6月16日(土)11:00～12:00

土でつくるよ！

ひとつひとつ手作りの、自分だけの火焔（かえん）土器
づくり。

どうやって描くかはお楽しみ…！

/13:15～14:15

縄文時代のうつわづくり

6月6日(水)15:00～17:00

○対象：小学生～高校生

7月22日(日）10:30～12:30

○対象：年長～小学生

○定員：なし（混雑時順番待ちあり）

○対象：小学生

8月1日(水）15:00～17:00

○定員：10名（未就学児は保護者同伴）

○受付：当日先着順

○定員：10名（申込先着順）

○対象：小学校3年生～小学校6年生

○講師：五感ぐるぐるかきくけこ

※材料がなくなり次第終了

○講師：五感ぐるぐるかきくけこ

○定員：10名（申込先着順）

○受付開始日：7月10日（火）

○講師：五感ぐるぐるかきくけこ

○受付開始日：5月25日（金）

○受付開始日：7月25日（水）
※持ち帰りは後日になります。

その他のイベント
『 昔あそび をたのしもう 』 『めざせチャンピオン！ベーゴマ加工教室』
6月16日、7月7日(土)
７月16日(月・祝）13:30～16:00
13:30～16:00

けん玉検定も受けられます！(準初段まで）
〇対象：幼児～高校生とその保護者、
地域の６０歳以上の方
〇 定員： なし( 混雑 時は制限 あり )
〇 講師：山 田修 靖( ベーゴマ全 国チャ ンピオ ン )
〇 受付：当 日会 場にて
☆コマ 、ベーゴマ、け ん玉の 貸し 出し有り

自分のベーゴマをレベルアップ！芯だしに挑戦します
〇 対象：小 学生 ～高校 生
〇 定員： 15名 (申 込先着順 )
〇 講師：山 田修 靖 (ベーゴマ全 国チャン ピオ ン)
〇 持ち物：新角 六ベーゴマ (必須 )
〇 受付開 始日： 6月 2 6日( 火 )

フレンズの

～作って食べよう！～

7月13日(金）

※小学生は18：00まで

パンのみみを切るべきか、残すべきか、それが問題だ！！

☆ロールサンドイッチをつくろう☆
〇対象：小学生～高校生 （当日先着順）
〇定員：18：00まで15名※原則17:00集合 / 18：00から15名
〇持ち物：ロールサンドイッチにはさみたいもの一点(ジャム、ツナ、チーズなど）
※アレルギー等につきましては、自己責任でご参加ください。
※空きがあれば途中参加・退出も自由です。
※保護者の方はご入室をご遠慮ください。
※風邪を引いていたり体調の優れない人は参加をご遠慮ください。
※開催時間中の小中高サロンの通常利用はできません。

七夕フェア

6月30日(土）～7月7日(土)
みんなの夢やお願いごとを短冊に書いて飾ろう！
○対象：幼児～高校生とその保護者、
地域の６０歳以上の方
○場所：工作室、エントランスホール
※短冊がなくなり次第終了

