ふれんず ほんまち つうしん

あそびに来ている高校生に

【書いた人…高校生女子】

【書いた人…高校生女子】

児童青少年
セ ン タ ー

Ｑ1…Ａ.スポーツ／話す

Ｑ1…Ａ.スポーツ、おしゃべり

Ｑ2…Ａ.学年を超えて（関係なく）

Ｑ2…Ａ.無料でなんでもできる

してみたよ！

Ｑ3…Ａ.普段の学校生活では教えて
もらえない、経験できな

沢山の人と遊ぶことができ

渋谷区立

るところ

つぎはあなたかも！！

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

Ｑ3…Ａ.各部屋(？)で新しい友達が

いことも積極的にできる

盆踊りは夕方5時スタート！

できますー。うれしいー。

Ｑ4…Ａ.卓球台順番待ちのイス

Ｑ1「あなたのフレンズでの過ごし方は？」 Ｑ4…Ａ.全部

Ｑ5…Ａ.楽しい。

Ｑ2「フレンズの好きなところは？」

【書いた人…高校生男子】

会場は本町学園第二グラウンドだよ！

Ｑ5…Ａ.たのしいです。♡
ぼん

おど

Ｑ3「フレンズを紹介してください」

【書いた人…高校生男子】

Ｑ1…Ａ.運動
Ｑ4「フレンズの中のベストポジション、

Ｑ2…Ａ.面白い

Ｑ1…Ａ.ローラースケートをして

お気に入りの場所は？」

Ｑ3…Ａ.楽しいよ
Ｑ4…Ａ.アリーナ

アリーナで遊ぶ。
Ｑ2…Ａ.ローラースケート

Ｑ5「そのほか」

Ｑ4…Ａ.ローラースケート場

Ｑ5…Ａ.マナーやルールを守って
答えてくれたみんな、どうもありがとう！

あそぼう！

「

※極力回答者の言葉のまま記載しています。

まいにち新しいあそびを発見したり、すきなことをたくさんしたり、
友達やスタッフとはなしをしたり…

対象：浴衣を持参できる3歳～高校生とその保護者
定員：各20人程度(7月25日より窓口・電話にて先着順)

アリーナ

ギター

幼児専用タイム

キーボード

ドラム

場所：女性…地域交流センター本町

など

楽器とふれあおう

／

男性…フレンズ本町

音楽スタジオ

★浴衣、帯、腰ひも、あれば伊達締めをお持ち下さい

in 音楽スタジオ

土 13:30∼14:30
日・祝 13:00∼14:30

区民交流室

詳細は追ってフレンズ本町公式HPやポスターでお知らせいたします。7月15日号区ニュースに掲載予定です。

6月～7月の第1・第3水曜日 15:30～17:30
対象：小学3年生～高校生

場所：B2F アリーナ 奥1面
対象：未就学のお子様とその保護者の方

だれでも1時間で弾ける！ウクレレ教室（連続教室）

幼児向け三輪車や乗り物、ボールなどであそべます。

初回7月6日(土)、8月4日(日)、9月1日(日）、10月6日(日)
10月19日(土)に発表会をします！

※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ざいます。

※入退場自由。混雑時入場制限あり。

時間：①14:00～15:00 ②15:00～16:00
対象：①小学1、2年生とその保護者 ②小学3年生～高校生

フェイスブック

インスタグラム

Facebook Instagram
＃フレンズ本町

で検索してね！

フレンズ本町公式ホームぺージでは…

講師：矢野忠（ＹＡＮＯ大学学長）

イベント・教室のお知らせや開催の様子をはじめ、

定員：①10組（抽選) ②20人（抽選）

フレンズ本町の最新情報をチェックできます。

受付期間：6月22日(土)～6月30日（日）

帝京短期大学

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）
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

発行：児童青少年センター フレンズ本町

6月22日(土)移動動物園 ＆ 7月7日(日)サンロッカーズ渋谷コラボ企画
10月19日(土)第2回フレンズフェスティバル 開催決定！

●入口

※未就学児の利用は保護者の付き添いが必要です。

新元号発表前に、フレンズ本町でも予想投票をしました！
●コンビニ
(京)幡代

社会教育館

(京)本町一丁目

けいわ、日元、栄光、立成（りゅうせい）、安全、安性、伝和（でんわ）、安久、琉星、らくせい、安

水道道路
●本町図書館
●代々木警察

甲州街道

新宿➡

(都)幡代
初台駅

➡

■アクセス

不動通り商店街

六号通り
商店街

■休館日

１０：００～２０：００（小学生のみでの利用は１８：００まで）

児童センター前
六号坂

■開館時間

★上記日程の他にも自主練習日を設けます。

WEBサイトは「フレンズ本町」で検索！ http://friends-shibuya.com

〒１５１-００７１ 東京都渋谷区本町６-６-２
☎０３-３３７７-５１６０

楽器提供：三ツ葉楽器

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

楽、永光、安始、楽日、光明、安かい、永谷（えいや）、安正、来平、めいせい、安生、そうき、みら
い、大せつ、正蓮、年光、正れい、光年、大じ、ぶんげん、あんえん、えんか、たいおう、明平（めい
へー）など。「安久」と書いた人が多かったようです。
「けいわ」と書いたニアピン賞には、景品のお菓子をプレゼントしました！
当たった人はいませんでしたが、みんなが思い描いたように、平和ですてきな時代を作っていきましょう☆

祝

教室・イベントのご案内

＜共通事項＞
対 象：渋 谷区在 住・在 学・在 園の いずれかに 該当する 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 お 問合せ： ０３ -３ ３ ７７ - ５ １６ ０

しぶや区ニュース、フレンズ本町公式ＨＰにも順次イベントの情報を掲載しています。※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。

父の日の工作

作 って楽 しむ ！

竹のおはし
対象

（よんく）

つくってGO！

づくり

作って食べよう！

フレンズの

牛乳パックからリサイクル

絵本と工作のじかん

～アイス入りクレープ～

紙すきしよう！

ビー玉めがねを作ってのぞいてみよう！

小学生～高校生とその保護者

5歳～小学3年生とその保護者

①小学生 ②中学生・高校生

2歳～小学校低学年とその保護者

5歳～高校生

開催日

6月15日（土）

6月15日（土）

7月12日（金）

7月20日(土)

7月23日（火）～25日（木）

時間

①10:00～12:00
②13:30～15:30

14:00～16:00

①16:30～17:30
②18:00～19:00

11:00～11:40

①10:00～11:30
②13:00～15:00

場所

工作室

エントランス

小中高サロン

図書室

工作室

定員

各5人（申込先着順）

10組（抽選）

各10人

工作は10人。絵本読みは定員なし

材料がなくなり次第終了。

受付

6月11日（火）より

5月25日（土）～6月2日（日）

当日先着順

当日先着順

当日受付

ほか

竹をナイフで削って作ります。刃物を使うため、低学年 講師：mini4WD Geeks 材料費：1,000円
の方は保護者の方とご一緒の参加が望ましいです。
作ったあと、フレンズ本町のコースで走らせるよ！

五感で美術あそび
対象

持ち物：クレープに包みたい食材1点。詳細は公式ＨＰ
季節の絵本と、絵本にちなんだ工作を楽しみます。
をご覧ください。作ったものの持ち帰りはできません。

お祭りの季節！手ぬぐいの

めざせチャンピオン！

あずまぶくろづくり

ベーゴマのシン出し教室

開催時間中は随時参加できます。同時に4人まで、カー
ドやハガキなど1人3枚まで作製できます。

を作ってあそぼう！

あみものデビュータイム

共通 ：汚れても良い

小学3年生～高校生

小学生～高校生

5歳～高校生

小学生～高校生

7月31日（水）

8月8日（木）

8月10日（土）

8月14日(水)、15日(木)

8月21日（水）、23日（金）

時間

13:30～15:30

13：30～15：30

13:30～16:00

①10:30～11:30
②13:30～15:00

13:00～15:00

場所
定員

エントランス
10人（抽選）

エントランス
8人（抽選）

エントランス
15人（抽選）

工作室
定員なし

工作室
定員なし

受付

7月10日（水）～17日（水）

7月10日（水）～17日（水）

7月10日（水）～17日（水）

当日受付

当日受付

ほか

講師：五感ぐるぐるかきくけこ
塩ビ版に水の透明な世界を描いてみましょう。

ぬいもの初挑戦もＯＫ！好きな手ぬぐいのある方はご
持参ください。ない場合は白地に絵つけをします。

講師：ベーゴマ全国チャンピオン 山田修靖氏
開催時間中は随時参加できます。汚れても良い服装で 開催時間中は随時参加できます。同時に6人まで座れ
持ち物：新角六ベーゴマ（当日会場でも購入できます） ご参加ください。一人1つまで。実験しながらあそぼう！ ます。

開催日

場へレッツゴー！

ローラースケート

服装でご参加ください。

5歳～小学生

タイムトライアル ホッケークラブ

一輪車タイム

新1年生タイム

15:40∼16:20

11:00∼12:00

7月…15日(月・祝)

6月…23日(日)
7月…28日(日)
8月…25日(日)

6月…7、14、21、28日(金)
7月…5、12日(金)

6月…5、12、19、26日(水)
7月…3、10、17日(水)

小学生～高校生
最大15人

小学生～高校生
最大15人

小学1年生
最大15人

小学生～高校生とその保護者
最大5組（10人）

靴の履き方からやってみよう！
安心してあそびにきてね！

大人の靴も貸出があります。サイズには限りがあります。

開催日 8月…11日(日・祝)、
12日(月・祝)

対象 小学生～高校生
定員 最大15人
色々な方法で測定！

ほか ２周のタイムを競おう！

16:00∼17:00

15:00∼15:40

親子ですべろう！

高度な技術が問われるぞ！ローラー上級者集まれ！ 自由に一輪車であそぼう！
参加したいお友達はスタッフまで声をかけてね！
一輪車のサイズ、台数に限りがあります

10:00∼11:20
6月…1、8、15、22、29日(土)
7月…6、13(土)、15日(月・祝）、20、27日(土)
8月…3、10日(土)、11日(日・祝)、12(月・祝)、
17、24日(土)

競 ってあそ ぶ ！

※共通：当日先着順。悪天候・リンクが濡れている場合は休場します。各事業開催中は通常開放はありません。また、通常開放は混雑時入場制限をする場合があります。持ち物：水筒・靴下・タオル

第8回フレンズカップ

日時

New

4人同時入れ10番戦！

みらいのけん玉
DENDAMAであそぼう！

ドッジボール

ミニミニサッカー 卓球

バドミントンダブルス

第4回ベーゴマ大会

6月8日(土)

6月12日(水)

6月23日(日)

6月29日(土)

7月13日(土)

14:00∼16:00

15:30∼17:00

13:30∼15:30

①14:00∼16:00
②18:00∼19:00

第1部 13:45∼
第2部 15:00∼

14:00∼16:00

低学年の部 / 高学年の部

低学年の部 /高学年の部
中高生の部

①低学年の部 / 高学年の部
②中高生の部

5歳～高校生と保護者、
地域の60歳以上の方

5歳～高校生と保護者、
地域の60歳以上の方

6月5日(水）より申込開始

6月15日(土）より申込開始

6月22日(土）より申込開始

当日受付

当日受付

角六・新角六のみ。加工は削りのみ可。貸出あり。

講師：KOZOROFけん玉パフォーマー（パフォーマンスあり）

対象
低学年の部 / 高学年の部
定員
6月1日(土）より申込開始

ほか

New

持ち物共通：動きやすい服装、運動靴、水筒、ﾀｵﾙ

6月29日（土）
7月27日(土)

