
日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５　休館日 １６ １７ １８ １９ ２０　春分の日 ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

むかしあそび

１５：００～１６：００
３階　交流室

　すみれくらぶ（０歳児）
１０：００～１０：４５
４階　工作室

　すみれくらぶ（１歳児）
１１：００～１１：４５
４階　工作室

おやこで遊ぼう♪
チューリップくらぶ

１１：００～１１：４５
３階　交流室

おやこで遊ぼう♪
ひまわりくらぶ

１５：００～１５：４５
３階　交流室

ボランティアアワー

１０：００～１２：００
３階　交流室

楽しい絵本の時間

１５：００～１５：３０
３階　交流室

ボランティアアワー
１０：００～１２：００
３階　交流室

おもちゃ病院

１３：００～１６：００
４階　工作室

パパと遊ぼう♪
カンガルーくらぶ

１４：００～１４：４５
３階　交流室・屋上庭園

自由工作広場
～グランチャファクトリー～

１４：３０～１６：００
３階　交流室

自由工作広場
～グランチャファクトリー～

≪特別工作≫

１４：３０～１６：００
３階　交流室

おやこで楽しく
運動タイム♪

１３：３０～１４：１５
４階　レクリエーションルーム

楽しい絵本の時間

１５：００～１５：３０
３階　交流室

おもちゃ病院

１３：００～１６：００
４階　工作室

楽しい絵本の時間

１５：００～１５：３０
３階　交流室

ママクラフト
　イニシャルオブジェを可愛くアレンジ♪

※詳細は、館内掲示のチラシをご覧ください。

館内点検のため
休館致します

３月

申込が必要なプログラムもあります。
開始10分前にお集まりください。

定員を超えた場合、先着順または抽選となります。

ふれあいオープンプログラム

グランチャ東雲

児童・高齢者総合施設
おやこで楽しく！
運動タイム♪

１３：３０～１４：１５
４階　レクリエーションルーム

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

【日　時】３月２８日（土）　１４:００～１５:３０
【場　所】４階 工作室
【対　象】グランチャカードをお持ちの
　　　　　３歳～小３までのお子様とそのお母さん
【費　用】７００円
【申込み】２/１０（月）～３/１０（金）３階受付にて先着順

ネイチャークラブ

１３：３０～１４：３０
３階　交流室・屋上庭園

よつばくらぶ

１５：１５～１６：００
３階　交流室

すくすく計測

１０：００～１２：００
３階　ふれあいコーナー

グランチャギャラリー
《４階ラウンジ》

展示期間：３／７（土）～４／３（金）
作品受付：３／５（木)まで
☆４月展示作品受付：
　３／７（土）～４／２（木）

対　象：６０歳以上・親子（～小３まで）
費　用：無料

申込み：３階受付

ボランティアアワー

１０：００～１２：００
３階　交流室

楽しい絵本の時間

１５：００～１５：３０
３階　交流室

自由工作広場
～グランチャファクトリー～

１４：３０～１６：００
３階　交流室

パパと遊ぼう♪
カンガルーくらぶ

１５：００～１５：４５
３階　交流室・屋上庭園

３月の休館日：１５日 ※各プログラムの詳細はチラシ裏面をご覧ください。

ママクラフト

１４：００～１５：３０
４階　工作室

ハッピーバースデイ

１１：００～１１：４５
３階　交流室

ボランティアアワー

１０：００～１２：００
３階　交流室

みんなで遊ぼう♪

１１：００～１１：４０
３階　交流室

３月のイベント

乳幼児と

保護者の方対象



 

ママと遊ぼう♪「すみれくらぶ」 
☆０歳クラス(０歳～１歳未満のお子さん)   ３/１０（火）   １０：００～１０：４５ 

☆１歳クラス(１歳～２歳未満のお子さん)   ３/１０（火）   １１：００～１１：４５ 
 

－０歳クラス・１歳クラス共通－ 

対 象：０～１歳の子どもとその母親 

場 所：４階 工作室 

定 員：１０組 ※先着順 

費 用：１１０円  

申込み：２/１７（月）～ ３階受付にて 

 
※開催日に 1 歳、２歳未満のお子様とその保護者の方が対象のプログラムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

児童・高齢者総合施設 グランチャ東雲 

★３月のすみれくらぶ★ 

 

手形アート♪ 
※ゆびえのぐを使用します。 

汚れても良い服装でお越しください。 

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。 
 

※「ボランティアアワー」では裁縫セ

ットを使用します。 

備品はこちらで用意します。 

ボランティアアワー 
３/３、１０、１７、２４ （火）  １０：００～１２：００ 

場所： ３階 交流室  定員：２０名 
３/ ３  イベントで使うプレゼントを作ります。 

３/１０  おもちゃの掃除などをします。 

３/１７  イベントで使うプレゼントを作ります。 

３/２４  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♪ 

おもちゃ病院 
３/５、１９（木） １３：００～１６：００ 

場 所：４階 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」に連れてきてね！ 

きっと元気になるよ！！ 

 
※ 取り扱いできないおもちゃもあります。 

※ 部品代として実費が掛かる場合があります。 

２０２０年２月１５日 ３月号発刊 

おやこで遊ぼう♪ 

チューリップくらぶ 
３/９（月）  １１：００～１１：４５ 

対 象：２・３歳児とその保護者 

場 所：３階 交流室 

定 員：１５組  費 用：無料 
 

ちょうちょリースづくり♪ 

おやこで遊ぼう♪ 

ひまわりくらぶ 
３/９（月）  １５：００～１５：４５ 

対 象：４・５歳児とその保護者 

場 所：３階 交流室 

定 員：１５組  費 用：無料 

 
紙コップ風車づくり♪ 

     パパと遊ぼう♪ 

「カンガルーくらぶ」 
３/１４（土） １４：００～１４：４５ 
３/２２（日） １５：００～１５：４５ 

対 象：０歳～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：１５組  費 用：無料  

 

空気砲であそぼう！ 

すくすく計測 
３/１８（水）  １０：００～１２：００ 

対 象：乳幼児とその保護者 

場 所：３階 ふれあいコーナー 

定 員：１００名  費 用：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。 

 
※9:00～12:30 の間、ふれあいコーナーは 

準備･片付けのためご利用いただけません。ご了承ください。 

※相談できる時間は１０：００～１１：５０までとなります。 

 

自由工作広場 ～グランチャファクトリー～ 
３/１３、２７  （金） １４：３０～１６：００ 

３/２１     （土） １４：３０～１６：００（特別工作） 

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：３０組程度    

費 用：無料 （特別工作費用：１１０円） 
集めたリサイクル素材を使って、自由工作ができます！ 

★ ３/２１（土）特別工作【マグネットカー作り♪】★ 

楽しい絵本の時間 
３/ ３、１７ （火） １５：００～１５：３０ 

３/ ６、２０ （金） １５：００～１５：３０ 

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：なし  費 用：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♪ 
３/ １（日）  １３：３０～１４：１５ 

３/２０（金）  １３：３０～１４：１５ 

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  ※室内履きをお持ちください。 

定 員：１５組  費 用：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!! 

みんなで遊ぼう♪ 
 ３/２４（火）  １１：００～１１：４０ 

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：１５組  費 用：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♪ 

よつばくらぶ 
３/１８（水）  １５：１５～１６：００ 

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：親子１０組・  費 用：無料 

 

皆さんで折り紙を楽しむプログラムです♪ 

分からない所はシニアの方が教えてくれます。 

ハッピーバースデイ 
 ３/２７（金） １１：００～１１：４５ 

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（３月生まれ） 

場 所：３階 交流室  （１０：５０に３階交流室にお集まりください） 

定 員：１５組（先着順・定員になり次第締切）  費 用：無料 
※汚れても良い服装でお越しください。 

 

記念の手形を押したり、記念撮影をしたりします。 

ネイチャークラブ 
 ３/２２（日） １３：３０～１４：３０ 

対 象：６０歳以上・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・屋上庭園  定 員：２０名  費 用：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！ 

むかしあそび 
 ３/４（水）  １５：００～１６：００ 

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：１５組  無料 

昔懐かしい遊びを皆さんで楽しみましょう！ 
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