
赤ちゃん
から

中・高生世代
まで

児童館ってこんなに楽しい！

児童館って
　こんなところ

イベントが
いっぱい！

　調布市には、11カ所の児童館と中・高生世代を対象にした青少年ステーションCAPSが
あります。児童館は、小学生だけでなく赤ちゃんから中・高生世代までが、いつでも自由に
利用することができるだけでなく、さまざまな遊びや活動を通して、仲間や地域とつながる
ことができます。
　今回は、調布の児童館の魅力やイベントを紹介します。

たくさんの親子でにぎわっています

子どもたちの元気がいっぱい

 【8】　No.1629 令和元（2019）年5月5日 　 【9】　  　特　集 特　集

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称略
　午後3時30分～（5分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります　

〈5日号〉 5月5日～11日　「おすすめ旬情報」、職員インタビューなど
〈12日号〉5月12日～19日　「調布市防災教育の日」、職員インタビューなど

放送時間　毎日正午～、午後4時～、8時～（各30分）J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」 ※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

■児童青少年課☎481-7534問

　乳幼児・保護者のための遊び場「子育てひろば」を実施しています。
ミニコンサートや水遊び、クリスマスなどの季節行事のほか、医師や保
健師による講座なども行っています。
　専門相談員や助産師に、子育て相談もできます。

　中・高生世代が安心・安全に過ごすことができる、家や学
校でない第三の居場所です。
　「仲間と過ごす」「ダンス・音楽の練習をする」「勉強をす
る」「イベントを企画する」「スタッフと話す」など自由に過ご
すことができます。

午前の様子

　主に小・中学生の子どもたちの遊び場として、工作やゲー
ム・スポーツ、各種サークル活動などを実施しています。夕方
からは、中・高生世代対象の施設開放を行っています。

午後の様子

　児童館には、サークル活動や季節ごとの行事、全児童館が共同
で実施するイベントのほか、地域との交流など、子どもが自分で考
え行動・参加して楽しむことができる魅力が詰まっています。

第32回調布市
児童青少年フェスティバル
　児童館11館と青少年ステーションCAPSが一緒に開催す
る、誰でも参加して遊べるイベントです。
　昔懐かしい伝承遊びや楽しく参加できるゲーム・工作のコー
ナーなどがあります。児童館・CAPS紹介コーナーでは、各館の
特色を感じられます。
■　日 5月12日 (日 )午前 10時～午後 4時※雨天決行
■　所市役所前庭、文化会館たづくり2階北ギャラリーなど
■　他第 30回調布親子まつり同日開催

　子どもも大人も楽しんじゃおう
中・高生世代はこちらもオススメ！

調布市青少年ステーションCAPS(キャプス )

■　時午前 10時～午後 8時　
休館日／毎月第 2・第 4月曜日、
年末年始
■　所上石原1-36-2（西調布駅から
徒歩 5分）
■　問青少年ステーションCAPS
　☎442－5535

各種
サークル

活動

地域の方との触
れあい

児童館まつり

ウルトラキャ
ンプ

じ　　　　　どう　　　　 かん

子育てひろば以外の日でも、好きな日
に来て自由に遊ぶことができます。

子育てひろばの日時と内容は
児童館ごとに異なります。

こちらをチェック！

児童館では
いつでも自由に
遊べます

お近くの児童館は
こちらをチェック

　毎夏に、大自然の中で３泊４日の
キャンプ生活をしながら、飯ごう炊飯
や野外活動のプログラムを体験する
全児童館イベントです。

ピンポンクラブ北ノ台

和太鼓サークル

一輪車サークル

よさこいサークル

木工作の会

つつじヶ丘児童館

多摩川児童館

手芸の会

　一輪車や和太鼓、ダンス、劇など、
会員制で活動しています。

あそびの出
前

　地域のお祭りにブース
を出店したり、学校や近
くの公園に遊び道具を
持って行き遊びます。

　各児童館ごとにプログラムのテーマを
決め、イメージに合わせたゲームや工作
コーナーのほか、模擬店や飲食コーナー
なども出店する毎年恒例のお祭りです。

　地域の方に協力いただきながら実施する活動
が多くあり，異世代交流の場にもなっています。

地域のお祭りで

恐竜児童遊園で

利用情報
■時午前9時～午後5時30分
休館日／年末年始



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005b9ad854c18cea53705237005d00270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseNoCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


