
２／８（火）体をつかって遊ぼう（20組）②③

会場・問い合わせ
乳幼児のつどい

（記載のないものは、10：30～11：30） ベビー活動★

日時 内容（定員・先着） 対象
年齢 日時

中央町児童館
中央町2－32－5
スマイルプラザ中央町内
☎3714－6300

1／15（土） たこ作り（15組） ①～③

1／ 20、2／ 3・
17、3／3・17
の木曜日
11：00～11：40

1／19（水） リズム体操（15組） ★

2／14（月） 音楽遊び（15組） ⓪

3／7（月） 足型取り（15組） ★

3／19（土） パパと遊ぼう（15組） ①～③

向原住区センター児童館
目黒本町5－22－11
☎3794－5841

1／16（日）、
2／6（日）、
3／6（日）
①10：00～
10：45
②11：00～
11：45

絵本の読み聞かせ
（各5組） ⓪～⑤

1／17～3／7（1
／24、2／7・21
を除く）の毎週月
曜日
10：30～11：30

原町住区センター児童館
南1－8－9
☎3724－8088

2／17（木） 牛乳パックで作るパタ
パタ変わり絵（15組） ⓪～③

1／19～3／9（2
／23を除く）の毎
週水曜日
10：30～11：00

平町児童館
平町1－5－3
☎3723－3750

1／14（金） お話をいっぱい聞こ
う！（20組） ②～③

1／19～3／9（2
／9・23を除く）
の毎週水曜日
11：00～11：30

2／1（火） 節分会（20組）
⓪～⑤

3／5（土） ファミリーコンサート
（20組）

緑が丘児童館
緑が丘2－7－20
緑が丘コミュニテ
ィセンター別館内
☎3718－1182

1／18（火） バスボム（入浴剤)を作
ろう（20組） ⓪～③ 1／17～3／14の

毎週月曜日
11：00～11：302／20（日） 手形足型・絵の具遊び

（20組） ①～③

八雲住区センター児童館
八雲1－10－5
☎3718－0841

1／25（火） 音で遊ぼう（20組） ②③

1／18～3／8（2
／1・15を除く）
の毎週火曜日
11：00～11：45

1／29（土）
10：00 ～
11：00

ヤカちゃんのお話し会
（20組） ③～⑤
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★＝令和3年4／2以降生まれ
⓪＝令和2年4／2～3年4／1
①＝平成31年4／2～令和2年4／1

②＝平成30年4／2～31年4／1
③＝平成29年4／2～30年4／1
④＝平成28年4／2～29年4／1
⑤＝平成27年4／2～28年4／1

対象年齢表

2／3
（木）

10：00～
10：45 作って

遊ぼう
（各20組）

令和２年８月～
３年３月生まれ

11：00～
11：45

令和２年４月～
２年７月生まれ

2／25（金） ①

　子どもと保護者が体操や工作などを楽しみながら、子どもの創造
性や協調性を養います。児童館ごとに申し込み方法が異なります。
　また、感染症の状況により、急遽中止や活動内容の変更をする場
合があります。詳細は、希望する児童館のホ（表中のコード）をご覧
いただくか、お問い合わせください。

児童館の子育て支援事業（4年1～3月）
乳幼児のつどい
ベビー活動

児童館の子育て支援事業
乳幼児のつどい乳幼児のつどい
ベビー活動ベビー活動

会場・問い合わせ
乳幼児のつどい

（記載のないものは、10：30～11：30） ベビー活動★

日時 内容（定員・先着） 対象
年齢 日時

駒場児童館
駒場2－7－5
☎3460－0453

1／28（金） わらべうたで遊ぼう
（20組） ⓪ １／12～3／9（1

／19、2／9・23
を除く）の毎週水
曜日
11：00～11：30

2／17（木） エアロビクス（20組） ②③
3／5（土）・
6（日）

アスレチック
（各10組） ⓪～⑤

東山児童館
東山3－24－2
☎3791－4613

3／16（水） 親子で遊ぼう（20組） ①～⑤
1 ／ 18、2 ／ 8・
22、3／8の火曜日
10：45～11：30

烏森住区センター児童館
上目黒3－44－2
☎3719－0903

1／15（土） 作って遊ぼう
（20組）

⓪～⑤

1／17～3／14（1
／ 24、2 ／ 14・
28を除く）の毎週
月曜日
11：00～11：45

2／12（土）、
3／12（土）

アスレチックとお話
（各20組）

中目黒住区センター児童
館
中目黒2－10－13
中目黒スクエア内
☎5721－8578

2／17（木） 名前入りキーホルダー
を作ろう（15組） ①～③

1／18～3／8（2
／8・22を除く）の
毎週火曜日
10：30～11：30

区民センター児童館
目黒2－4－36
☎3711－1839

1／15（土） お話の会（15組） ⓪～③ 1／18～3／8（2
／8・22を除く）
の毎週火曜日
10：30～11：30

2／16（水） 手型足型を取ろう
（15組） ①～③

3／2(水） ケロケロガエルを作ろう
（15組）

不動児童館
下目黒5－18－4
☎3714－4144

1／24（月） 親子でイングリッシュ
（各15組）

①

1／1９～3／9（2
／2・23を除く）
の毎週水曜日
10：30～11：30

2／7（月） ⓪
1／29（土） 親子で遊ぼう

（15組） ③～⑤

2／28（月） 親子で運動遊び
（15組） ②③

3／7（月） 親子でアート（15組） ①
油面住区センター児童館
中町1－6－23
☎3713－1809

1／18（火） 子育てママのらくちん
家事のヒント（20組） ★⓪ 1／11～3／8（1

／18を除く）の毎
週火曜日
10：30～11：002／26（土） 親子ふれあい遊び（20

組） ④⑤
上目黒住区センター児童
館
祐天寺2－6－6
☎3793－1103

1／30（日） 節分遊び（15組） ⓪～⑤ 1／19～3／9（2
／9・23を除く）
の毎週水曜日
11：00～11：45

2／9（水）
紙パックでかたかたカ
スタネットを作ろう
（15組）

⓪～③

五本木住区センター児童
館
中央町2－17－2
☎3792－9130

1／18（火） 絵本の読み聞かせ
（定員なし） ★⓪

1／25、2／15、
3／1の火曜日
11：00～11：30

2／8（火） 産後のヘアーケア
（定員なし） ★

3／8（火） バスボム（入浴剤）作り
（定員なし） ★⓪

いま一度、
防犯の意識を持ちましょう!

問生活安全課（☎5722－9667、フ5722－9409）

●常に留守番電話に
直接犯人と話す機会を減らすことが有効です。録音メッセージをよく
確認し、知らない番号にはかけ直さないようにしましょう。

気を付けて！特殊詐欺
●特殊詐欺の対策機器を活用しましょう
犯人と直接話をしないことで、特殊詐欺防止に役立
つ、自動着信拒否装置（右写真）と自動通話録音機を貸
し出しています。詳細はお問い合わせください。

年末
年始

　年末年始は何かと慌ただしくなり、普段気を付けていることでも油断
しがちです。泥棒や詐欺師は、こうした気の緩みや心の隙を狙っていま
す。
まちを守る地域安全パトロール
　地域の目は、犯人を寄せ付けないた
めの武器です。犯罪防止や子どもの安
全を守るため、地域の皆さんによって、
自主防犯パトロールや犬の散歩をしな
がら地域を見守るパトロール（わんわ
んパトロール）が行われています。 ▲五本木西町会のパトロールの様子

防犯アプリ
「デジポリス」を
ご存じですか

出典：警視庁ホ

　警視庁公認の防犯対策アプリです。住んでいる地域を登
録すると、近隣で発生した犯罪状況が分かるほか、特殊詐
欺の手口や、子どもや女性を狙った犯罪の対策を学ぶ内容
など、子どもから高齢者まで頼りになる多彩な機能を搭載
しています。

　いずれの機能もマナーモード中に使用でき、事前に指定したEメール
アドレスに通知や位置情報を自動送信することができます。

こんな機能があります
●女性の強い味方に！
痴漢撃退機能
画面をタップすると
やめてくださいという
音声が連続再生され、
被害を周囲に知らせる
ことができます。

●不審者対策に！
防犯ブザー
画面をタップす
ると、大音量のブ
ザー音を鳴らすこ
とができます。

▲iOS版

▲Android版


