
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

３階 交流室

14:00～16:00

自由工作広場

～グランチャファクトリー～

ボランティアアワー

10:00～12:00

３階 交流室

読み聞かせ

４階 ラウンジ

２3日まで

グランチャファクトリー

　　第54回

３階 交流室

15:00～15:30

ボランティアアワー

読み聞かせ

ボランティアアワー

13:30～14:00

３階 交流室

おもちゃ病院

13:00～16:00

４階 工作室

７ ８ ９ １０ １１　建国記念の日 １２ １３

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

親子で遊ぼう

３階 交流室

10:00～12:00

ボランティアアワー

自由工作広場

～グランチャファクトリー～

４階 工作室

11:00～12:00

すみれくらぶ　０歳

ママと遊ぼう

３階 交流室

14:00～16:00

グランチャリティーDay ひまわりくらぶ

３階 交流室

15:00～15:4512:00～15:00

３,４階

親子で遊ぼう

チューリップくらぶ

11:00～11:4511:00～11:45

カンガルーくらぶ

パパと遊ぼう

10:00～12:00

すくすく計測

３階 交流室

ボランティアアワー

10:00～12:00

３階 ふれあいコーナー

パパと遊ぼう

11:00～11:45

カンガルーくらぶ

グランチャリティーDay

このイベントは東日本大震災復興支援を目的としたチャリティーイベントです。

当日の収益は東日本大震災復興支援募金として寄付させていただきます。

【日ち時】 ２月７日（日） １２：００～１５：００

【対ち象】グランチャカードをお持ちの方

【場ち所】３階 交流フロア及び屋上庭園、４階 教養・娯楽フロア

【定ち員】なし。ただし、食材・景品には限りがあります。

【費ち用】店舗によって違います。

【持ち物】※ ゲームコーナーは全店１回２０円です。

【申込み】不要です。当日お越し下さい。

２１　休館日 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

館内点検のため

休館致します。

11:00～11:45

３階 交流室

４階 工作室

14:00～16:00

～グランチャファクトリー～

自由工作広場

３階 交流室

11:00～11:45

４階 レクリエーションルーム

13:30～14:15

運動タイム♪

親子でたのしく！

おもちゃ病院

４階 工作室

14:30～15:30

グランチャ昔遊びタイム

３階 交流室ほか

14:00～15:00

３階 交流室

読み聞かせボランティアアワー

13:30～14:00

３階 交流室

こどものこんなときどうするの？！相談室

11:00～/15:00～

３階 絵本コーナー

たんぽぽくらぶ

５階 和室

11:00～11:45

グランチャバースデイパーティー

13:00～16:00

４階 工作室

15:00～15:30

３階 交流室

読み聞かせ

ボランティアアワー
グランチャネイチャークラブ

３階 ふれあいコーナー

11:00～11:45

４階 レクリエーションルーム

13:30～15:30

グランチャシネマ

グランチャランチタイム

11:45～12:30

５階 和室

３階 交流室

みんなで遊ぼう♪

11:00～11:40

３階 交流室

15:15～16:00

よつばくらぶ

11:00～11:45

３階 交流室

10:00～12:00

ボランティアアワー

親子で遊ぼう

グランチャシネマ

大画面で映画を楽しみませんか？？

今回は親子向けのアニメーション映画を上映します。ぜひお越しください。

【日ち時】２月２０日（土） １３：３０～１５：３０

【対ち象】（１３：１５開場）

【対ち象】グランチャカードをお持ちの６０歳以上の方、

【対ち象】０歳～小学３年生までの子どもとその保護者

【場ち所】４階 レクリエーションルーム

【定ち員】１００名（先着順）

【費ち用】無料

【持ち物】上履き

【申込み】事前申込みなし。

【申込み】（当日レクリエーションルームまでお越し下さい）

【申込み】不要です。当日お越し下さい。

当日、子ども用品中心のフリーマーケットも同時開催！！

２８ ２９

自由工作広場～グランチャファクトリー～

14:00～16:00

３階 交流室

こどものこんなとき

どうするの？！相談室

11:00～11:30

３階 絵本コーナー ３階 交流室

14:00～16:00

～グランチャファクトリー～

自由工作広場

４階 工作室

15:15～16:00

５階 和室

11:00～11:45

３階 交流室 ママと遊ぼうすみれくらぶ　１歳

11:00～12:00

〒135-0062

江東区東雲1-9-46

ＴＥＬ：03-5548-1992

ＦＡＸ：03-5548-1995

グランチャギャラリー《作品募集中！》

第５４回２/６（土）～２/２３（火）

対象：６０歳以上・親子（小３まで）

場所：４階ラウンジ 費用：無料

４階ラウンジにて開催します。

【申込み】（当日レクリエーションルームまでお越し下さい）

こどものこんなときどうする？！相談室

【日ち時】２月１６日（火）１１：００～１１：３０/１５：００～１５：３０

【日ち時】２月２８日（日）１１：００～１１：３０

【対ち象】グランチャカードをお持ちの小学３年生までの親子

【場ち所】３階 絵本コーナー 【定ち員】なし 【費ち用】無料

【持ち物】筆記用具、だっこ紐

【申込み】不要です。 ※ 当日直接会場までお越し下さい。

ＦＡＸ：03-5548-1995

http://tokyo.ymca.or.jp/grancha

４階ラウンジにて開催します。

随時作品を募集しておりますので、出展して

頂ける方は３階受付までお越し下さい。



ママと遊ぼう「すみれくらぶ」 

☆☆☆☆００００歳歳歳歳クラスクラスクラスクラス((((実施日実施日実施日実施日にににに００００歳歳歳歳～～～～１１１１歳未満歳未満歳未満歳未満))))    ２２２２////２２２２９９９９    第第第第２２２２火曜日火曜日火曜日火曜日    ((((申込申込申込申込みみみみ開始開始開始開始：：：：１１１１////２７２７２７２７～～～～))))    

☆☆☆☆１１１１歳歳歳歳クラスクラスクラスクラス((((実施日実施日実施日実施日にににに１１１１歳歳歳歳～～～～２２２２歳未満歳未満歳未満歳未満))))    ２２２２////２３２３２３２３    第第第第４４４４火曜日火曜日火曜日火曜日    ((((申込申込申込申込みみみみ開始開始開始開始：：：：２２２２////１１１１００００～～～～))))    

    

－－－－００００歳歳歳歳クラスクラスクラスクラス・・・・１１１１歳歳歳歳クラスクラスクラスクラス共通共通共通共通－－－－    

時時時時 間間間間：：：：１１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

対対対対     象象象象：：：：００００、、、、１１１１歳歳歳歳のののの子子子子どもとそのどもとそのどもとそのどもとその母親母親母親母親    

場場場場 所所所所：：：：工作室工作室工作室工作室    

定定定定 員員員員：：：：１０１０１０１０組組組組になりになりになりになり次第受付終了次第受付終了次第受付終了次第受付終了        

参加費参加費参加費参加費：：：：１０１０１０１０００００円円円円((((おおおお茶代茶代茶代茶代・お・お・お・お菓子代菓子代菓子代菓子代ととととしてしてしてして))))    

    

※※※※おおおお母様母様母様母様へのおへのおへのおへのお茶茶茶茶はごはごはごはご用意用意用意用意いたしますいたしますいたしますいたします。。。。おおおお子様子様子様子様のおやつやおのおやつやおのおやつやおのおやつやお飲飲飲飲みみみみ物物物物はごはごはごはご持参持参持参持参くださいくださいくださいください。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

親子で遊ぼう 

「たんぽぽくらぶ」 

２２２２////２２２２２２２２    第第第第４４４４月曜日月曜日月曜日月曜日    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４４４４５５５５    

対対対対     象象象象：：：：２２２２歳児歳児歳児歳児（（（（H24H24H24H24.4.4.4.4～～～～H25H25H25H25.3.3.3.3 生生生生まれまれまれまれ））））    

    とそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室    

定定定定     員員員員：：：：１５１５１５１５組組組組        無料無料無料無料    

 

ひな祭り工作をします♪ 

 

親子で遊ぼう 

「ひまわりくらぶ」 

２２２２////８８８８    第第第第２２２２月曜日月曜日月曜日月曜日    １５１５１５１５：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：４５４５４５４５    

対対対対     象象象象：：：：４４４４・・・・５５５５歳児歳児歳児歳児（（（（H2H2H2H21111.4.4.4.4～～～～HHHH23232323.3.3.3.3 生生生生まれまれまれまれ））））    

    とそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室    

定定定定     員員員員：：：：１５１５１５１５組組組組        無料無料無料無料    

 

スライム作りをします☆ 

すくすく計測 

    ２２２２////１７１７１７１７    第第第第３３３３水水水水曜日曜日曜日曜日    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

対対対対     象象象象：：：：乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児とそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    ふれあいコーナーふれあいコーナーふれあいコーナーふれあいコーナー    

定定定定     員員員員：：：：１００１００１００１００名名名名        無料無料無料無料    

子どもの身長、体重測定、食事や 

 栄養について相談できる時間です。 

※9:009:009:009:00～～～～12:3012:3012:3012:30 のののの間間間間、、、、ふれあいコーナーはふれあいコーナーはふれあいコーナーはふれあいコーナーは 

準備準備準備準備････片付片付片付片付けのためけのためけのためけのため遊遊遊遊びスペースとしてびスペースとしてびスペースとしてびスペースとして    

ごごごご利用利用利用利用いただけませんいただけませんいただけませんいただけません。。。。ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

グランチャ東雲 

親子で遊ぼう 

「チューリップくらぶ」 

２２２２////１５１５１５１５    第第第第３３３３月曜日月曜日月曜日月曜日    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４４４４５５５５    

対対対対     象象象象：：：：３３３３歳児歳児歳児歳児（（（（H23H23H23H23.4.4.4.4～～～～H24H24H24H24.3.3.3.3 生生生生まれまれまれまれ））））    

とそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室    

定定定定     員員員員：：：：１５１５１５１５組組組組        無料無料無料無料    

 

画用紙などで 

かわいいフォトフレームづくり✿ 

     パパと遊ぼう 

「カンガルーくらぶ」 

２２２２////１４１４１４１４    第第第第２２２２日日日日曜日曜日曜日曜日    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４５４５４５４５    

２２２２////２０２０２０２０    第第第第３３３３土土土土曜日曜日曜日曜日    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４５４５４５４５    

対対対対     象象象象：：：：００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもとどもとどもとどもと    

    そのそのそのその父親父親父親父親    

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室    

定定定定     員員員員：：：：１５１５１５１５組組組組        無料無料無料無料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

１４日はバレンタインにちなんだ工作を、 

２０日はひな祭りにちなんだ工作をします。 

おもちゃ病院 

        ２２２２////４４４４、、、、１８１８１８１８    第第第第１１１１・・・・３３３３木曜木曜木曜木曜日日日日    １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

場場場場     所所所所：：：：４４４４階階階階    工作室工作室工作室工作室    

ケガや病気で苦しんでいるおもちゃが 

いたら「おもちゃ病院」に連れてきて！ 

きっと元気になるよ！！ 

※※※※    取取取取りりりり扱扱扱扱いできないおもちゃもありますいできないおもちゃもありますいできないおもちゃもありますいできないおもちゃもあります。。。。    

※※※※    部品代部品代部品代部品代としてとしてとしてとして実費実費実費実費がががが掛掛掛掛かるかるかるかる場合場合場合場合がががが    

ありますありますありますあります。。。。    

読み聞かせボランティアアワー 

２２２２////２２２２、、、、１６１６１６１６        第第第第１１１１、、、、３３３３火曜日火曜日火曜日火曜日    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１４１４１４１４：：：：００００００００    

２２２２////５５５５、、、、１９１９１９１９        第第第第１１１１、、、、３３３３金曜日金曜日金曜日金曜日    １５１５１５１５：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０    

対対対対     象象象象：：：：ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア・００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもどもどもどもとそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室    

定定定定     員員員員：：：：なしなしなしなし        無料無料無料無料    

ボランティアによる手遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせタイム♪ 

世代を超えて楽しみましょう！途中参加、も可能です！！ 

グランチャバースデイパーティー 

    ２２２２////２２２２６６６６    第第第第４４４４金金金金曜日曜日曜日曜日    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４５４５４５４５    

対対対対     象象象象：：：：６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上・・・・００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもとそのどもとそのどもとそのどもとその保護者保護者保護者保護者（（（（２２２２月月月月生生生生まれまれまれまれ））））    

場場場場     所所所所：：：：５５５５階階階階    和室和室和室和室            

定定定定     員員員員：：：：１５１５１５１５組組組組（（（（先着順先着順先着順先着順・・・・定員定員定員定員になりになりになりになり次第締切次第締切次第締切次第締切））））        無料無料無料無料    

持持持持 ちちちち物物物物：：：：室内履室内履室内履室内履きききき（（（（５５５５階階階階フロアはフロアはフロアはフロアは土足禁止土足禁止土足禁止土足禁止））））※※※※汚汚汚汚れてもれてもれてもれても良良良良いいいい服装服装服装服装をごをごをごをご用意用意用意用意くださいくださいくださいください。。。。    

記念の手形を押したり、記念撮影をします。 

※１０:５０に５階エレベーターホールにて受付 

（遅れてのご参加は承れない場合がございます。ご了承ください。） 

 

グランチャランチタイム 

        ２２２２////２６２６２６２６    第第第第４４４４金曜日金曜日金曜日金曜日    １１１１１１１１：：：：４５４５４５４５～～～～１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０    

◆◆◆◆昼食昼食昼食昼食のののの申込期間申込期間申込期間申込期間        ２２２２////２５２５２５２５    ((((木木木木))))までまでまでまで    

対対対対     象象象象：：：：６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上・・・・００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもとそどもとそどもとそどもとそのののの保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：５５５５階階階階    和室和室和室和室（（（（５５５５階受付階受付階受付階受付にてにてにてにて集合集合集合集合））））    

定定定定     員員員員：：：：２０２０２０２０組組組組    

昼食代昼食代昼食代昼食代：：：：大人大人大人大人４００４００４００４００円円円円    子子子子どもどもどもども２００２００２００２００円円円円（（（（おおおお弁当持参弁当持参弁当持参弁当持参されるされるされるされる方方方方はははは不要不要不要不要））））    

持持持持 ちちちち物物物物：：：：室内履室内履室内履室内履きききき（（（（５５５５階階階階フロアはフロアはフロアはフロアは土足禁止土足禁止土足禁止土足禁止））））    

皆さんでおしゃべりをしながら、昼ごはんを食べましょう♪ 

※個々でお弁当をご希望の方は昼食申込時にお申し付けください。 

グランチャネイチャークラブ 

２２２２////１７１７１７１７    第第第第３３３３水曜日水曜日水曜日水曜日    １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００    

対対対対     象象象象：：：：６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上・・・・００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもどもどもどもとそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室ほかほかほかほか    

定定定定     員員員員：：：：２０２０２０２０名名名名        無料無料無料無料    

都会の真ん中で少しだけ自然に触れてみませんか？ 

野菜やお花、お魚たちを育てましょう！ 

みんなで遊ぼう♪ 

２２２２////２３２３２３２３    第第第第４４４４火火火火曜日曜日曜日曜日    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４４４４００００    

対対対対     象象象象：：：：００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもどもどもどもとそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者        

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室    

定定定定     員員員員：：：：１５１５１５１５組組組組        無料無料無料無料    

グランチャに来ているお友達、皆で工作を楽しみましょう♪ 

 

そのままご一緒に 

お昼はいかがですか？ 

よつばくらぶ 

２２２２////２４２４２４２４    水曜水曜水曜水曜日日日日    １５１５１５１５：：：：１５１５１５１５～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

対対対対     象象象象：：：：６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上・・・・００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもどもどもどもとそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：５５５５階階階階    和室和室和室和室    

定定定定     員員員員：：：：２０２０２０２０組組組組        無料無料無料無料    

日本の伝統遊びである折り紙を楽しみましょう！ 

自由工作広場 ～グランチャファクトリー～ 

２２２２////２２２２１１１１、、、、１５１５１５１５、、、、２９２９２９２９        第第第第１１１１、、、、３３３３、、、、５５５５    月曜日月曜日月曜日月曜日    １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

２２２２////１２１２１２１２、、、、２６２６２６２６                    第第第第２２２２、、、、４４４４            金曜日金曜日金曜日金曜日    １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

対対対対     象象象象：：：：６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上・・・・００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもとそのどもとそのどもとそのどもとその保護者保護者保護者保護者        

場場場場     所所所所：：：：３３３３階階階階    交流室交流室交流室交流室((((１５１５１５１５日日日日はははは４４４４階階階階    工作室工作室工作室工作室になりますになりますになりますになります。。。。))))    

定定定定     員員員員：：：：なしなしなしなし        ((((特別工作特別工作特別工作特別工作などなどなどなど材料費材料費材料費材料費がかかるものがありますがかかるものがありますがかかるものがありますがかかるものがあります。。。。))))    

集めたリサイクル素材を使って、自由工作ができます！ 

※ ２月１５日は特別工作、アイロンビーズを行います。 

材料費として、50 円の費用がかかります。 

 

かんたん楽しい♪ 

楽器づくり！ 

 

工作のあとは 

ハーブティータイムです☆ 

ボランティアボランティアボランティアボランティアプログラム 対象：グランチャカードをお持ちの方 

※※※※作ったおもちゃは、グランチャ

のプログラムや子ども用のお

もちゃとして使わせていただ

きます。 

 
 

※※※※乳児のお子さんをお連れの場

合は、おんぶ紐を着けてご参加

ください。 

 
 

※※※※「おもちゃづくりボランティア

アワー」では針など、裁縫セ

ットを使用します。備品はこ

ちらで用意します。 

親子でたのしく！運動タイム♪ 

    ２２２２////１１１１４４４４    第第第第２２２２日日日日曜日曜日曜日曜日    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１４１４１４１４：：：：１５１５１５１５    

対対対対     象象象象：：：：３３３３歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までまでまでまでのののの子子子子どもどもどもどもとそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：４４４４階階階階    レクリエーションルームレクリエーションルームレクリエーションルームレクリエーションルーム    

定定定定     員員員員：：：：１０１０１０１０組組組組        費用費用費用費用：：：：無料無料無料無料    

ボールや、ブロックなどを使って、 

親子で楽しくからだを動かしましょう!! 

ボランティアアワー 

２/２、９、１６、２３   第１、２、３、４火曜日 

１０：００～１２：００ 

場所：３階 交流室  定員：２０名 

２/１２ イベントで使うプレゼントを作ります。 

２/１９ おもちゃの掃除などをします。 

２/１６ イベントで使うプレゼントを作ります。 

２/２３ 子どもと工作や手遊びを通して遊びます！ 

 

グランチャで行うボランティア活動です。一度遊びに来てください♪ 

グランチャ昔遊びタイム♪ 

    ２２２２////１７１７１７１７    水曜日水曜日水曜日水曜日    １４１４１４１４：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０    

対対対対     象象象象：：：：６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上・・・・００００歳歳歳歳～～～～小学小学小学小学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの子子子子どもとそのどもとそのどもとそのどもとその保護者保護者保護者保護者    

場場場場     所所所所：：：：４４４４階階階階    工作室工作室工作室工作室    

定定定定     員員員員：：：：１５１５１５１５組組組組        無料無料無料無料    

昔懐かしい遊びを皆さんで楽しみましょう！ 


