ふれんず ほんまち つうしん

あそびに来ている小学生に

【書いた人…2年生男子】
Ｑ1…Ａ.たっきゅう、ボルダリング、

【書いた人…6年生男子】
Ｑ1…Ａ.運動、工作、おしゃべり、

ずこうしつ

してみたよ！

マンガ
Ｑ2…Ａ.運動が強い人などがいる

Ｑ2…Ａ.たっきゅう、ボルダリング、
ずこうしつ

つぎはあなたかも！！

Ｑ3…Ａ.居場所がたくさんある

児童青少年
セ ン タ ー
渋谷区立

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.ボルダリング、たっきゅう、

Ｑ4…Ａ.全部

図工室があります。
Ｑ1「あなたのフレンズでの過ごし方は？」 Ｑ4…Ａ.アリーナ
Ｑ2「フレンズの好きなところは？」

【書いた人…1年生女子】

【書いた人…6年生男子】
Ｑ1…Ａ.工作をしたりアリーナで遊

Ｑ3「フレンズを紹介してください」

ぶことです。

Ｑ1…Ａ.ろうらーすけいと

Ｑ2…Ａ.工作をしたり遊べるところ。

Ｑ4「フレンズの中のベストポジション、

Ｑ2…Ａ.いっぱいあそべるから
Ｑ4…Ａ.ろうらーすけいとじょう

Ｑ3…Ａ.ボルダリングをしたり工作を

お気に入りの場所は？」

Ｑ3…Ａ.いっぱいあそべてたのしいよ

したりできるのでおすすめで
答えてくれたみんな、どうもありがとう！

す。

※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
友達やスタッフと

Ｑ4…Ａ.工作室

クライミング界のレジェンド
平山ユージがやってくる！

あそびを発見したり、すきなことをたくさんしたり、

おはなしをしたり… たくさんあそびに来てください。
ギター

キーボード

ドラム

など

楽器とふれあおう

アリーナ

フリースタイルスケートボード
世界一の土田ミレイ(18歳)
の技必見！！

in 音楽スタジオ

9月・10月の第1・第3水曜日 15:30～17:30

土 13:30∼14:30
日・祝 13:00∼14:30

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
幼児向け三輪車や乗り物、ボールなどであそべます。
※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。

フェイスブック

インスタグラム

では…

Facebook Instagram
＃フレンズ本町

で検索してね！

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

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）

●ロープクライミング体験
●クライミング教室
●トップクライマー
デモンストレーション
○対象:幼児～高校生とその保護者
○講師:株式会社BaseCamp

～9/15号区ニュースに掲載予定です～

●入口

※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)幡代

社会教育館

(京)本町一丁目

水道道路
●本町図書館

～要申込(9/15号区ニュース掲載)～

●対象別スケートボード体験会
①11:00～12:00
③15:00～16:00

②13:00～14:00

※観覧は自由にできます

～当日受付(自由参加)～

●自由開放

①10:00～10:50 ②14:00～14:50
③16:10～16:50

●プロボーダー
デモンストレーション
①10:50～ ②12:50～
③14:50～ ④16:50～

○対象：４歳～高校生とその保護者
○講師：東京都ローラースポーツ連盟

●代々木警察

甲州街道

新宿➡

(都)幡代
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

おたのしみに!

●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

■開館時間

児童センター前
六号坂

〒１５１-００７１ 東京都渋谷区本町６-６-２
☎０３-３３７７-５１６０

～内容～

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

内面にフレンズフェスティバルの内容が載ってるよ☆

教室・イベントのご案内

＜共通事項＞

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。

季節のイベント・教室

運動とあそびのイベント

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

第2回 フレンズ本町文化祭

～作って食べよう！～

フレンズの
9月13日(金）メニュー「たこやき」
小学生の部 16:30～17:30
中高生の部 18:00～19:00
〇定員：10人（当日先着順）
○持ち物：中に入れる具材１点、三角巾
○その他：作ったものの持ち帰りはできません。
詳細は公式HPをご覧ください。

けん玉検定も受けられます（準初段まで）

9月14日(土) 、10月12日(土)
13:30～16:00 (入退場自由）
○対象：幼児～高校生、保護者、地域の60歳以上の方
○講師：山田修靖（ベーゴマ全国チャンピオン）
★コマ、ベーゴマ、けん玉の貸出あり

絵本と工作のじかん
～色と色の間の色を見つけよう！～
季節の絵本とパステル画を楽しみます。

10:00開場

9月21日(土) 11:00～11:40
○対象：3歳～小学校低学年
○定員：10人（工作会のみ当日先着順）

カラフル粘土版画
粘土を彫刻・色付けしてあそびます。

9月23日(月・祝) 13:30～15:30
○対象：4歳～未就学児の親子
○定員：10組（抽選）
○講師：五感ぐるぐるかきくけこ
○受付期間：9月10日(火）～16日（月・祝）
※抽選期間終了後、空きがある場合は先着順で受付

木工教室 ～Ｍｙ黒板を作ろう～
10月26日(土)
①11:00～12:00

②13:00～14:00

③14:15～15:15

④15:30～16:30

○講師：渋谷区建設業人材育成支援センター
東京土建渋谷支部の皆さん
○受付期間：10月10日(木)～19日(土)
※抽選期間終了後、空きがある場合は先着順で受付

ハロウィンフェア

体験＆ステージカフェ広場

アリーナで色々な運動あそびをしよう！
子どもスタッフも募集中！
※アリーナイベント開催時を除く。

※9月7日、21日は13：40～14:10ローラースケート場で開催します。

体験：ボッチャ、昔あそび、工作あそび、ローラースケート

一輪車タイム

16:00∼17:00
9月…6、13、20、27日(金)
10月…18、25日(金)
○対象：小学生～高校生
○定員：15人
自由に一輪車であそぼう！

10:00∼11:20
9月…7、21、28日(土)
16、23日(月・祝)
10月…5、12、19、26日(土)

○対象：小学生～高校生とその保護者
○定員：最大5組（10人）

タイムトライアル
15:40∼16:20
9月…16、23日(月・祝)
○対象：小学生～高校生
○定員：15人
色々な方法で測定！

親子ですべろう！

ホッケークラブ
11:00∼12:00
9月…22日(日)

10月…27日(日)
○対象：小学生～高校生
○定員：15人
高度な技術が問われるぞ！

10月24日(木)～31日(木)

通常開放の混雑時は入場制限あり。貸出品の限りあり。

○対象：4歳～高校生
○定員：材料がなくなり次第終了

（カフェ・調理・体験サポー

もらってステージを観ながら食べることができます（数量限定）。

※共通：当日先着順。悪天候・リンクが濡れている場合休場。事業開催中は通常開放なし。

終日開催

スタッフを募集します！

チアダンス、ヒップホップダンス）、フレンズ本町利用団体の発表など。

○対象：小学生

ローラースケート場

持ち物：水筒・靴下・タオル

＜工作室よりお知らせ＞

10月26日10:00～17:00は教室開催のため、一般利用はできません。

お手伝いしてくれる子ども

ステージ：こども園・シニアクラブ・各種教室発表会(ウクレレ、
カフェ：玉こんにゃくやベビーカステラなどを会場で

工作室で仮装道具などを作れるよ！
※26日(土)を除く

★アリーナ

13:00～13:30（入退場自由）

○対象：4歳～小学生
○定員：各24人（抽選）

18:00～通常開放

当日は館内全て18:00まで、通常のご利用はいただけません。

体を動かすことって楽しい！

毎週土曜日

17:00閉場

（幼児）などなど、色々な体験をしよう！
グランプリ

フレンズGP~ミニ四駆～

★エントランス

エントランスホールいっぱいの５レーンコースで、子どもも大人も
Myミニ四駆を走らせてあそぼう！フリー走行はもちろん、大会も
開催します！（当日参加型）
★調整ピット併設！ ★大人はファミリーでご参加ください。
★supported by ミニ四駆スペース FORCE LABO（フォースラボ）
ジャンジャン

青空JUMP-JAMひろば

★屋上

青空の下でおもいっきり運動あそびを楽しみます！（雨天休場）
ワークショップ

工作・絵画 作品展＆WS

★工作室

子どもたちが日頃作成した作品展示のほか、工作あそび
などができます。小さなお子さんにもオススメ！
※開催内容は変更の可能性もございます。
※詳細は追って公式ホームページでお知らせいたします。

ト・ステージサポートなど）
詳しくは公式HPをご覧いただ
くか、お問合せください。

