予約制館内利用・プレイタイム（2021 年 3 月 1 日～）
●申し込み方法
・電話でお申し込みください。その際に、利用に関する諸注意をお話しさせていただきます
・受付時間：9 時～17 時

※休館日を除きます。
※予約は利用前日までにお願いします。
（当日予約はできません）
※電話が 1 回線のため、つながりにくい場合があります。

●利用にあたってのご注意
・電話をいただいた時点で、すでに満員となっている場合があります。
・検温、マスクの着用、こまめな手洗いや手指の消毒等の、感染防止対策の実施にご協力ください。
・予約をキャンセルされる場合は、ご連絡ください。

館内利用について（1 日 2 回の入れ替え制） 午前の部 9:00～12:00 / 午後の部 13:30～16:30

各回 50 名程度

館内の遊びスペース（2 階）
・ごっごスペース（3 階）を、事前予約でご利用できます（遊びスペース・ごっこスペース以外のお部屋は、現在一般利用
できません）
。時間内は、屋外との出入りも自由です。清掃・消毒のため、時間終了後はご退館ください。予約利用できる日は、以下のカレンダーをご
確認ください。
注意事項
＊到着時にオリエンテーションを行います。時間内であれば、来館・退館時間は自由です。最大 3 時間の滞在が可能です。
＊感染拡大防止のため、使用できないエリアや遊具があります。
＊館内には、予約者以外の方は入館できません。館内利用の時間は、デッキ周辺（砂場等）も、予約者のみの利用とさせていただきます。
＊土日祝日の午前は「10m の壁登り」実施のため、通常の館内利用はありません。壁登りは別途お申し込みください。

館内利用可能日と、その日のプレイタイム
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・館内利用（AM）
・外あそび

・館内利用（AM）

・館内利用（AM）
・子育てワンポイントコー
ナー

・館内利用（PM）
・外あそび

・館内利用（PM）
・森のじかんビギナーズ

・館内利用（PM）

日

6

7

・館内利用（PM）
・パネルシアター

・館内利用（PM）
・こどもの城バンド ミニ

スタッフが出向いて PG
を実施します。

＊「その日のプレイタイム」は、館内利用を申し込んだ方が、その時間内に参加できる催しです。
＊時間や内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
●森のじかんビギナーズ 14:00～
ちょっとそこまで、森のお散歩。ベビーカ
ーも OK！ 0 歳から、しっかり自然に触
れましょう。
（１時間程度）

●子育てワンポイントコーナー 11:00～
しばらくの間わが子をスタッフに任せ
て、大人だけの時間を。
「ちょっと心が軽
くなる」ワンポイントをお伝えします。
（30 分程度）

●外あそび （1 時間程度）

●パネルシアター 14:30～（15 分程度）
パネルにペタペタ絵を貼りながら進める、
お
話のじかんです。今回は、
「パネルシアター
を作ろう」
に参加してくれたみんなと作った
手作りのパネルシアターを披露する予定で
す。どんなお話が飛び出すかな？
●こどもの城バンド ミニ 15:45～

AM10:30～ / PM14:00～
ちょっとお外に出て、その日の天気や自然
に合わせて、体を使ったり五感を使ったり
して、スタッフと一緒に遊んでみよう。

日曜名物「こどもの城バンド」
。感染症予
防のため、密にならないようふわっと集ま
って、ショートバージョンでの実施です。
大声を出せない分、体を使って表現しまし
ょう！（15 分程度）

※予約できるプレイタイムについては、次のページ以降でご確認ください。
1

予約できるプレイタイム
＊必ず前日までに予約をお願いします。また、予約をキャンセルされる場合はご連絡ください。
＊以下のプレイタイムは、館内利用とは別となります。プレイタイム参加中は遊びスペースのご利用はできませんので、ご了承ください。
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・ぷち森のじかん

休館日

臨時休館日
（出前の日）

●ぷち森のじかん （木曜）
たっぷり 2 時間のお散歩。
「雨でも森へ」
を合言葉に、森へ出かけます。しっかり
準備して色んな自然を体験しましょう。
服装は長そでや長ズボン、雨の日はカッ
パや長靴を準備してきてください。準備
不足の場合はお断りすることがありま
す。
時間：10:00～12:00
（受付 9:45～9:55）
定員：4 家族（未就学児と保護者）
注意事項
＊開始時間の 5 分前には、集合を完了して
ください。遅れた場合はキャンセルとみ
なしますのでご了承ください。
＊集合場所は玄関横のデッキです。館内に
は入らず、直接デッキにお越しください。

●森のじかんスペシャル
お弁当を持って森へ！たき火を囲んでお
昼ごはんを食べた後は、森の中でいっぱ
い遊ぼう。森で一日のんびり過ごそう。。
時間：10:30～14:30
（受付 10:15～10:25）
定員：4 家族（未就学児とその家族。ツ
キイチ参加者は対象外）
注意事項
＊開始時間の 5 分前には、集合を完了して
ください。遅れた場合はキャンセルとみ
なしますのでご了承ください。
＊集合場所は玄関横のデッキです。館内に
は入らず、直接デッキにお越しください。
＊服装は長そで・長ズボン・運動靴、雨天時
はカッパや長靴もご準備ください。雨の降
り方によって時間短縮の場合があります。
＊お弁当持参。森で食べやすいよう、おかず
を詰めた爆弾おにぎりがお勧めです。
＊たき火をするので、あぶって食べられる程
度のものは持参可（ソーセージ・チーズ・
パンなど）
。よその家族と食材のシェアは
できませんので、各自必要な分をご準備く
ださい。

●10m の壁登り

土

日

6

7

・10m の壁登り
・パネルシアターを作ろう

・10m の壁登り
・森のじかんスペシャル

・ものづくり 木工
「ミニタワーを作ろう」

・ものづくり 木工
「ミニタワーを作ろう」

●ものづくり 木工「ミニタワーを作ろう」

室内に造られた 10m の壁に登ります。
「もうダメからあと一歩！」を合言葉に、
自分自身の壁を越えよう！現在最年少記
録は 2 歳 11 か月、最高齢記録は８１歳
です！
時間：9:30～12:00
（受付 9:00～9:25）
定員：20 名
注意事項
＊9:25 に入場を締め切ります。遅れた場合
はキャンセルとみなしますのでご了承く
ださい。
＊登る順番は、予約の受付順とします。
＊「自ら」のチャレンジを大切にしているの
で、登る際に本人の意思を確認します。
＊壁登りのチャレンジ終了後は、１2 時ま
で館内の滞在が可能です。

東京タワー、スカイツリーなど、いろん
なタワーをミニチュアで作ろう。

時間：14:00～16:00
（受付 13:45～13:55）
定員：4 家族
注意事項
＊13:55 に入場を締め切ります。遅れた場
合はキャンセルとみなしますのでご了承
ください。
＊集合場所は玄関横のデッキです。受付
後、１階の「ものづくり室」で活動しま
す。室内ですが、間隔を取り、換気をよ
くして実施します。
「ものづくり室」以
外のお部屋には入れません。

●パネルシアターを作ろう
パネルにペタペタ絵を貼りながら進める「パネルシアター」を、自分たちの手で作ってみよう！
作るお話を決めて、みんなで分担してパネルを作ったら、お昼からはこどもの城に来るみんな
の前で一緒に上演してみよう！
時間：10:00～15:00（受付 9:45～9:55）
定員：3 家族（お絵かきや色塗りができる年中・年長以上向き）
注意事項
＊9:55 には入場を締め切ります。遅れた場合はキャンセルとみなしますのでご了承ください。
＊集合場所は玄関横のデッキです。館内には入らず、直接デッキにお越しください。
＊作業する場所は 2 階奥の「多目的用途室」です。完成後の上演は、他の利用者がいる「遊びス
ペース」で行います。終了後は、16 時半までは館内（遊びスペース）での滞在が可能です。
＊絵具を使うので、汚れてもよい服でお越しください。
＊お弁当や飲み物をご持参ください。
スケジュール
10:00 パネルシアターを見てみよう
作ってみよう
12:00 お昼ごはん（持参）
13:00 仕上げ・練習
14:30 上演会＠遊びスペース
15:00 解散（終了後はそのまま 16 時半まで館内利用可）
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