ふれんず ほんまち つうしん

あそびに来ている幼児さんに
【答えた人…年長さん男の子】

児童青少年
セ ン タ ー

【答えた人…年中さん女の子】

Ｑ1…Ａ.つくる

Ｑ1…Ａ.ボルダリング

してみたよ！

Ｑ2…Ａ.つくるところがすき
Ｑ3…Ａ.マグロのお寿司を自分でつ

Ｑ2…Ａ.あそぶのがすき

つぎはあなたかも！！

くれたこと（工作）

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
Ｑ4…Ａ.ボルダリング

Ｑ4…Ａ.お寿司をつくったこと
Ｑ1「フレンズでお気に入りのあそびは？」
Ｑ2「フレンズのどこが好き？」

【答えた人…年長さん女の子】

【答えた人…年長さん男の子】

Ｑ1…Ａ.三輪車

Ｑ3「フレンズでできるようになったことは？」

Ｑ1…Ａ.ぼるだりんく

Ｑ2…Ａ.工作とアリーナ

Ｑ2…Ａ.こうさくひつ

Ｑ4「フレンズで楽しかったことは？」

Ｑ3…Ａ.わかんない
Ｑ4…Ａ.アリーナと工作、ぜんぶ！
あとはミニ四駆と本の部屋。

Ｑ3…Ａ.みしん
Ｑ4…Ａ.いろんなものがつくれたこ

答えてくれたみんな、どうもありがとう！
※できるだけ回答者の言葉のまま記載しています。

と、あそんでもらったこと

4色のところが楽しかった

まいにち新しい
友達やスタッフと

あそびを発見したり、すきなことをたくさんしたり、

五感をつかってあそびながら描こう♪
キャンドルってなに？学びながらつくろう！

11月10日(日) 13:30～15:30

おはなしをしたり… たくさんあそびに来てください。

12月7日(土)

○対象：5歳～小学生 未就学児は保護者同伴
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

in 音楽スタジオ

○定員：10人（抽選）
○受付期間：10月16日(水）～11月3日（日）

○受付期間：11月15日(金）～23日（土・祝）

工作フェア
【共通】

幼児向け三輪車や乗り物、ボールなどであそべます。

12月18日(水)～25日(水)

※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。

で検索してね！

では…

申込が抽選のものは、
申込期間終了後も定員に
空きがある場合、
申込先着順で承ります。

★クリスマスらしい工作見本や材料を用意して

イベント・教室のお知らせや開催の様子をはじめ、

おまちしています★

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）

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

●入口

※未就学児の利用は保護者の付き添いが必要です。

毛糸の
ヘアバンド

正月飾りづくり

12月21日(土)

●コンビニ
六号通り
商店街

(京)幡代

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

発行：児童青少年センター フレンズ本町

終日(12:00～13:00を除く)
○対象：4歳～高校生

インスタグラム

Facebook Instagram

■アクセス

○定員：各6人（抽選）

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

＃フレンズ本町

○対象：小学3年生～高校生

11月・12月の第1・第3水曜日 15:30～17:30

土 13:30∼14:30
日・祝 13:00∼14:30

フェイスブック

10:30～12:00・13:00～14:30

○講師：五感ぐるぐるかきくけこ

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

10:30～14:30(12:00～13:00はお昼休み）

稲わらでなわないをします。

※午前・午後で1つの作品をつくります

12月27日(金) 10:00～12:00

○対象：小学3年生～高校生でくさり編み・長編みができる人
○定員：6人（抽選） ○受付期間：12月1日(日）～13日（金）
※くさり編み・長編みの習得はふだんの工作室でも可能です。

○対象：小学2年生～高校生

○定員：10人（抽選）

○受付期間：12月1日(日）～12月18日（水）

イベント・教室のご案内

＜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。

季節のイベント・教室

【共通】申込が抽選のものは、申込期間終了後も定員に
空きがある場合、申込先着順で承ります。

●表面にもご案内があります●

メニュー「スイートポテト」
小学生の部
中高生の部

16:30～17:30
18:00～19:00

〇定員：各15人（当日先着順）
○持ち物：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。

自由に一輪車であそぼう！

親子ですべろう！

★感謝の

12月…6、13、20日(金)

12月…7、14、21、28日(土)

○対象：小学生～高校生

○対象：小学生～高校生とその保護者

★

パッカーン！びっくりさせちゃおう！

11月23日(土・祝)

10:00∼11:20
11月…2、9、16、23、30日(土)、4日（月・祝）

○定員：15人

タイムトライアル

色々な方法で測定！

15:40∼16:20
11月…4(月・祝)、23日(土・祝)

①10:00～12:00

○対象：小学生～高校生

②13:30～15:30
○対象：5歳～高校生

ホッケークラブ
11:00∼12:00
11月…24日(日)

○定員：15人

○対象：小学生～高校生

○定員：最大5組（10人）

高度な技術が問われるぞ！

12月…22日(日)
○定員：15人

第37回東京都クラス別スピード選手権

○定員：各10人（抽選）

大会に、初参戦してきました‼（9/23）

木の笛づくりを楽しもう
おっとっと！ゆびの先でバランスをとれるかな？

ノコギリやドリルを使うよ！

～やじろべえをつくろう！～

11月30日(土)

季節の絵本と工作を楽しみます。

①10:00～12:00

11月16日(土)

②13:30～15:30

○対象：3歳～小学校低学年

開放なし。通常開放は混雑時入場制限あり。持ち物：水筒・靴下・タオル。

勤労感謝の贈りものづくり

〇申込期間：11月1日(金)～16日(土)

11:00～11:40

一輪車タイム

【共通】当日先着順。悪天候・リンクが濡れている場合休場。各事業開催中は通常

16:00∼17:00
11月…1、8、15、22、29日(金)
卓球

11月8日(金）

ローラースケート場

結果… 優秀な成績！！スゴイ！
高学年部門2位(100m15.498秒)
あさの たけひろ君(小4)

高学年部門3位(100m16.532秒)

○対象：小学3年生～高校生

むろい ゆうき君(小4)

○定員：各6人（抽選）
○受付期間：11月1日(金）～11月16日（土）

チャレンジ・インラインスケート男子3位

○定員：工作は当日先着順で10人(絵本は定員なし）

あかしまリーダー(スタッフ)

日々培われた実力を披露！
お疲れ様でした！
今回悔しい思いをした仲間も、まだ
練習中の仲間も、次回に期待です‼

運動とあそびのイベント
競ってあそぼう！

日時：

11月6日(水)
15:30～17:00

定員：
ほか：

小学生24名
11月1日(金)より申込開始(先着順)

NEW‼

11月16日(土)
14:00～16:00
小学生24名
11月8日(金)より申込開始(先着順)

11月20日(水)

11月24日(日)

15:30～17:00

①13:30～15:30 ②18:00～19:00

小学生24名／中高生16名

①小学生24名

11月13日(水)より申込開始(先着順)

②中高生16名

11月19日(火)より申込開始(先着順)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

持ち物共通:：動きやすい服装、運動靴、水筒、タオル

小学生あつまれ！(入退場自由）
体を動かすことって楽しい！色々な運動あそびをしよう☆
11月2日（土） 13：40～14：10

ローラースケート場

11月9日（土） 13：00～13：30

アリーナ

11月16日（土） 13：00～13：30

アリーナ

11月23日（土・祝） 13：40～14：10 ローラースケート場
11月30日（土） 13：40～14：10

ローラースケート場

★12月の予定は公式HPの「イベントスケジュール」にてお知らせいたします。

