
日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

２０　　休館日 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２８ ２９　　休館日 ３０　　休館日 ３１　　休館日

グランチャ東雲

〒135-0062
江東区東雲1-9-46
ＴＥＬ : 03-5548-1992
ＦＡＸ : 03-5548-1995
http://tokyo.ymca.or.jp/grancha

グランチャギャラリー
《４階ラウンジ》

展示期間：　１２／５（土）～１／８（金）
作品受付：１２／３（木)まで
☆１月展示作品受付：
　１２／５（土）～　１／７（木）
※１２/２０(日)・１２/２９(火)～１/３
(月)
　上記の日程は休館日になりますので、受付
はできません。ご了承ください。
対　象：６０歳以上・親子（～小３まで）

参加費：無料　　申込み：３階受付

おもちゃ病院

１３：３０～１５：００
４階　工作室

おやこで作ろう♪
楽しい工作

１０：００～１０：４５
３階　交流室

自由工作広場
～グランチャファクトリー～

１３：３０～１５：００
３階　交流室

グランチャシネマ①
１０：００～１１：１５
４階　レクルーム

グランチャシネマ②
１３：３０～１５：１０
４階　レクルーム

児童・高齢者総合施設

グランチャ東雲

ふれあいオープンプログラム

館内点検のため
休館致します

おやこで作ろう♪
楽しい工作

１４：００～１４：４５
３階　交流室

１２月の休館日：２０日・２９日～３１日

自由工作広場
～グランチャファクトリー～

１３：３０～１５：００
３階　交流室

ネイチャークラブ

１３：４５～１４：３０
３階　交流室・屋上庭園

年末年始のため
休館致します

むかしあそび

１４：００～１４：３０
３階　交流室

年末年始のため
休館致します

年末年始のため
休館致します

クリスマスイベント
～サンタさんへお手紙を書こう～

１４：００～１５：００
３階　交流室

おもちゃ病院

１３：３０～１５：００
４階　工作室

クリスマスイベント
～サンタさんへお手紙を書こう～

１０：００～１１：００
３階　交流室

楽しい絵本の時間

１４：３０～１５：００
３階　交流室

パパと遊ぼう♪
カンガルーくらぶ

１０：００～１０：４５
３階　交流室・屋上庭園

※レクルーム：４階　レクリエーションルーム

ベビーマッサージ

１０：００～１１：３０
３階　ふれあいコーナー

クリスマスイベント
～サンタさんへお手紙を書こう～

１０：００～１１：００
３階　交流室

１２/１４(月)～１２/１９(土)は

クリスマスウィークです！
各プログラムでクリスマスに関する工作や

絵本の読み聞かせをします。
ぜひ、皆様のご参加お待ちしておりま

す！

クリスマスイベント
～サンタさんをさがせ！～

①１０：００～１１：００
②１１：３０～１２：３０
３階　交流室

特別工作

１３：４５～１４：４５
３階　交流室

【日　時】 １２月６日（日）
　　　　　 ①１０：００～１１：１５　②１３：３０～１５：１０
　　　　　 ①東京パラリンピック（記録映画）1965年　1時間3分
　　　　　 ②おまえうまそうだな（アニメ）2010年　1時間29分
【対　象】 グランチャカードをお持ちの方
　　　　　※18歳未満の方は保護者同伴でお願いします。
【場　所】 ４階　レクルーム
【定   員】 ①②ともに40名　※先着順
【参加費】 無料
【申込み】 ３階受付窓口 またはお電話にて
【持ち物】 上履きまたはスリッパ、下足を入れる袋
　　　　　※詳細は館内に掲示するチラシをご覧ください。
　

ベビーマッサージ

【日　時】 １２月１１日(金)  １０：００～１１：３０
【対　象】 グランチャカードをお持ちの赤ちゃんとその保護者
【場　所】 ３階　ふれあいコーナー(畳の場所)
【定   員】 ７組１４名　※先着順
【参加費】 ５５０円
【申込み】 ３階受付窓口 １１月１３日（金）～１２月１１日
（金）
【持ち物】 バスタオル、飲み物
                 ※詳細は館内に掲示するチラシをご覧ください。

楽しい絵本の時間

１４：３０～１５：００
３階　交流室

自由工作広場
～グランチャファクトリー～

１３：３０～１５：００
３階　交流室

おやこで楽しく！
運動タイム♪

１３：４５～１４：１５
４階　レクルーム※

【３階ご利用時間区分】　（各回定員４０名）
①　９：３０～１１：００　　②１１：３０～１３：００
③１３：３０～１５：００　　④１５：３０～１７：００
※各時間区分の開始時間、先着順に入場券を３階で配布
します。
※各時間区分の終了後、館内消毒のため、ご利用階に留
まらず
　一時ご退館をお願いいたします。

【注意】
①感染予防のため、室内履きの貸し出しはしていません。
②３歳以上のお子様は、マスクの着用をお願いします。

すくすく計測
１０：００～１１：００
１１：３０～１２：３０
３階　ふれあいコーナー

※整理券制

自由工作広場
～グランチャファクトリー～

１３：３０～１５：００
３階　交流室

※詳細は、館内掲示のチラシをご覧ください。

３階をご利用の方は、各時間ごとの入場券を３階にて配
布しております。
※各プログラムで定員数が異なります（詳細は裏面参照）

折り紙くらぶ

１４：００～１４：４５
３階　交流室

2020年
12月

グランチャシネマ
①東京パラリンピック　②おまえうまそうだな

１２月のプログラム

乳幼児と

保護者の方対象



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

   

  

 

  

 

 

     

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

児童・高齢者総合施設 グランチャ東雲 

２０２０年１１月１５日 １２月号発刊 

おやこで作ろう♪楽しい工作 
１２/ ７（月）  １０：００～１０：４５ 

１２/２１（月）  １４：００～１４：４５ 
 

対 象：０才～小学３年生までのこどもとその保護者 

 場 所：３階 交流室  定 員：４組(親１子１の８名)  参加費：無料 
 

紙皿で作る ぱくぱく サンタカスタネット 

特別工作 
１２/１９（土）  １３：４５～１４：４５ 

 

対 象：０歳～小学３年生までの子どもとその保護者６０歳以上 

場 所：３階 交流室  定 員：１０組（２０名）  参加費：無料 

 

今回はポップアップクリスマスカードを作ります♪ 

むかしあそび 
１２/２３（水）  １４：００～１４：３０ 

 

対 象：０歳～小学３年生までの子どもとその保護者 

場 所：３階 交流室     定 員：８名  参加費：無料 

 

昔懐かしい遊びを皆さんで楽しみましょう！ 

すくすく計測 

 
１２/１６（水） ①１０:００～１１:００  ②１１:３０～１２:３０ 

※相談が可能なお時間は①１０：００～１０：５０、②１１：３０～１２：２０までとなります。 
 
 

対 象：乳幼児とその保護者 場 所：３階 ふれあいコーナー 参加費：無料 

定 員：各回２０名（入れ替え制） ※計測が終了した方は、速やかに退出をお願いします 
 

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。 

 
●９：００～１３：００の間、ふれあいコーナーはご利用いただけません。予めご了承ください。 

 

※３階の入場券ではなく、「すくすく計測」の整理券が必要です。（１階で配布します） 

①９：３０～配布 ②１１：００～配布  

  

計測後、３階で遊ぶ場合は、別途３階の入場券（３階で配布）が必要です。 

おもちゃ病院 
 

１２/３・１７（木） １３：３０～１５：００  ※最終受付１４：３０まで 

こわれたおもちゃなおします。 

 
場 所：４階 工作室   直接４階工作室までお越しください。 

 ※ 部品代として実費が掛かる場合があります。 
 

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」に連れてきてね！ 
※ 取り扱いできないおもちゃもあります。 

自由工作広場～グランチャファクトリー～ 
 

１２/ ２、１６ （水） １３：３０～１５：００ 

１２/１４、２８ （月） １３：３０～１５：００ 
 

対 象：０歳～小学３年生までの子どもとその保護者・６０歳以上  

場 所：３階 交流室  定 員：２０名   参加費：無料  

 

リサイクル素材を使って自由工作ができます！ 

楽しい絵本の時間 
 

１２/１、１５ （火） １４：３０～１５：００ 
 

対 象：０歳～小学３年生までの子どもとその保護者 

場 所：３階 交流室  定 員：１０名  参加費：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！！ 

 おやこで楽しく！運動タイム♪ 
１２/１３（日）  １３：４５～１４：１５ 

 
対 象：３歳～小学３年生までの子どもとその保護者 

場 所：４階 レクリエーションルーム  定 員：１５組    
※室内履きと外履きを入れる袋をお持ちください。 

 

ボール遊びや、レクリエーションなどをし 

親子で楽しくカラダを動かしましょう♪ 

ネイチャークラブ 
１２/２７（日） １３：４５～１４：３０ 

 

対 象：０歳～小学３年生までの子どもとその保護者・６０歳以上 

場 所：３階 交流室・屋上庭園  定 員：２０名  参加費：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！ 

パパと遊ぼう♪カンガルーくらぶ 
１２/５（土）  １０：００～１０：４５ 

 

対 象：０才～小学３年生までの子どもとそのお父さん 

場 所：３階 交流室・屋上庭園   

定 員：４組(親１子１の８名)  参加費：無料 
 

牛乳パックランタン作り 

交流プログラム 

― ３階入場券必要 ― 

ふれあい子どもプログラム 

― ３階入場券必要 ― 

ふれあい子どもプログラム 

― ３階入場券不要 ― 

折り紙くらぶ 
１２/９（水）  １４：００～１４：４５ 

 

対 象：０歳～小学３年生までの子どもとその保護者 

場 所：３階 交流室  定 員：１０組（２０名）  参加費：無料 

 

自由に折り紙を折って遊ぼう♪ 


