
 

≪平成 29 年度児童クラブ募集のお知らせ≫ 
児童クラブは、保護者の就労などにより放課後等に保護者が家庭にいない小学生の児童を対象に、児童館等にお

いて適切な生活や遊びの場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的として実施しています。 

申込用紙配布：11 月 7 日(月)～  申込受付：11 月 28 日(月)～12 月 17 日(土)の開館時間内 
※申込書の配布、受付の際、書類の説明、確認をいたします。時間に余裕をもって来館してください。 
※新入会児童は受付時、面談があります。日程の調整のため、児童館に連絡を入れてから来館してください。 
※詳しくは、仙台市 HPをご覧ください。 

1１月イベントカレンダー  

日 月 火 水 木 金 土 
 1 2 3 

文化の日 

おやすみ 

4 5 

かんまつり 

9:30～ 

6 

おやすみ 

7 8 9 

お話どんどん 

11:00～ 

10 11 12 

 

13 

おやすみ 

14  申込み 

サイエンス 

ショー 

10:00～ 

鹿野小振替休業日 

15 

お茶 Berry!サロン 

11:00～ 

16 

お話のポケット 

15:30～ 

17  申込み 
子育て支援クラブ

バンビ主催 

絵本で食育遊び 

10:30～ 

18 

 

19  申込み 

かめのこ工房 

10:00～ 

20 

おやすみ 

21 22 23 

勤労感謝の日 

おやすみ 

24 25 26  申込み 

かのっこ畑、かめの

こ工房、避難訓練 

13:30～ 

27 

おやすみ 

28 

 

29 

幼児クラブ 

ピョコ・ノコ 

11:00～ 

30 

わいわいタイム 

11:00～ 

【自由来館】 
・学校から家へ帰ってランドセルを置いてから遊びにきてね。 

・学校がお休みの日は、9 時～4 時まで遊べます。 

（お昼はお家で食べてね。） 

※11 月より、自由来館は 4 時までになります。 

 ☆企画・編集☆ 

仙台市鹿野児童館 

住所：仙台市太白区鹿野 2 丁目９－２ 

Tel：022-249-0526 

Fax：022-226-7955 

URL：http://www.k-kameta.net/ 

☆開館日☆ 

月～金曜日 午前 9 時 00 分～午後 6 時 00 分 

土曜日 午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分 

☆休館日☆ 

日曜日 祝・祭日 年末年始 

☆発 行☆ 

特定非営利活動法人 MIYAGI 子どもネットワーク 
2016年 10月 20日発行 

10/5(水)お話どんどん 

紙芝居、ペープサートを
楽しみました♪ 
最後は「こぎつね」の紙
コップ人形を皆で作っ
たよ！ 

9/26(月) 青空児童館 

小雨が降っていたのでゆう

ぎ室で行いましたが、大玉

転がしやロケット工作など

盛りだくさん！バンビさん

からの芋煮のお振る舞いも

あり、とっても楽しい一日

でした♪ 

１１月号 

http://www/


  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

児童館の利用方法 

・児童館は 0 歳～18 歳までの子どもとそれにかかわる大人を対象とし 
地域の方にも開放されている施設です。 

・未就学児は保護者の付き添いが必要です。 
・小学生は、ランドセルを家においてから遊びにきます。 
・自由来館の小学生は、安全のため小学校が指導している下校の時間に 
帰宅するよう声がけしています。 

（４月～10 月：４時３０分、11 月～3 月：4 時） 
・児童館に来たら受付で名前を書いてから遊びましょう。 
・小学生、中学生、高校生は、受付簿の名前をチェックしてから帰ります。 

おもちゃ寄贈：照井 様  

≪編集後記≫ 

季節がどんどん進んであっという間に秋が深

まってきました。朝晩の冷え込みも強くなり、

体調を崩しやすくなります。体調管理には気を

付けてくださいね。 

5 日（土）には、いよいよ児童館の一大イベ

ントである「かんまつり」が開催されます！今

年も様々なコーナーを用意していますので是非

遊びにきてくださいね！ 

 

11 月のイベント案内 

かんまつり 5 日（土）子育て支援クラブバンビ協力   
 今年もやってきた年に一度の大イベント、児童館のお祭りです！ 

射的やピンボールなどの遊びのコーナー、ポップコーンやわたあめの販売、昨年好評だった乳幼児コーナー

など楽しさいっぱい！！バンビさんの野菜やお米の販売と、クレープのお振る舞いもありますよ～！ 

時間：9:30～12:00  対象：どなたでも    ☆詳細は配布しているチラシをみてね！ 

男女共同参画推進せんだいフォーラム 2016 （11 月 17 日(木)～20 日(日)） 
「あそびのひろば 2016」 
エルパーク仙台のスタジオホールが乳幼児から小学生までの遊びの広場になります！ 
ご家族みんなで、ぜひ遊びに来てください。 

日時：2016 年 11 月 19 日（土）11:00～13:00 
場所：エルパーク仙台スタジオホール 141 ビル（仙台三越定禅寺通り館）６階 対象：乳幼児親子～小学生親子 
参加費：無料 企画･運営：特定非営利活動法人 MIYAGI 子どもネットワーク 
主催：（公財）せんだい男女共同参画財団 ☆詳しい内容については、10 月末ごろ発行の別紙チラシをご覧ください！ 

たのしクラブ 5 日（土） 登録制 
時間：9:00～13:00  対象：登録している 4～6 年生 
内容：かんまつりのお手伝いをします。スタッフになって

いる人は忘れずに来てね！！ 

お話どんどん 9 日（水） 自由参加 
時間：11:00～  対象：乳幼児親子 
内容：のんびり、ゆったりとしたお話し会です。最後には 

毎回歌のプレゼントが♪0 歳から OK です！ 

お話のポケット 16 日（水） 自由参加 
時間：15:30～  対象：小学生 
内容：地域の方や職員さんが読み聞かせをしてくれます！

絵本や紙芝居、素話などぜひお楽しみに☆ 

お茶 Berry!サロン 15 日（火） 自由参加  
時間：11:00～   対象：乳幼児親子 
内容：救命士によるケガなどの対処法の講話を聴いて、そ

の後にお茶を飲みながらおしゃべりしましょう。 

幼児クラブ ピョコ・ノコ 29 日（火） 登録制 
時間：11:00～ 
対象：幼児クラブに登録している 2・3 歳児親子 
内容：リトミックの音楽遊びと 11 月のお誕生会 
講師：亀山 知枝 氏、小野寺 友希 氏 
※始まりの会で配布した年間予定から 29 日（火）へ変更とな

りましたのでご注意ください。欠席の場合はご連絡をお願い

します。 
かめのこ工房 申込み               

19 日（土）…「ヒップホップダンスを踊ろう！」 
ゆうこ先生と一緒にヒップホップダンスをやってみよう！ 
時間：10:00～11:00  対象：小学生  定員：15 名 
持ち物：上靴、汗拭きタオル、飲み物 
講師：ダンスインストラクター 須藤 裕子 氏 
申込み：11/12（土）までに児童館へ来館、または電話 

で申込みください。（定員になり次第〆切） 
 
26 日（土）…「焼きいもをしよう」（かのっこ畑合同） 
秋の空の下、サツマイモを皆で焼いて食べよう！ 
時間：13:30～15:00 ※雨天中止  
対象：どなたでも  定員：20 名  参加費：50 円  
持ち物：軍手、汚れてもいい服装   （当日集金） 
申込み：11/19（土）までに児童館へ来館、または電話で

申込みください。アレルギー確認のため、必ず保
護者の方からご連絡ください。（定員になり次第〆
切） 

わいわいタイム 30 日（水） 自由参加 
時間：11:00～  対象：乳幼児親子 
内容：“ヨガであそぼう！”をテーマに、音楽にのせて 

親子で“ほぐしあそび”を楽しもう！ 

避難訓練 26 日（土） 自由参加 
時間：15:00～  対象：どなたでも  ※雨天中止 
内容：焼きいもをした後のたき火を、バケツリレーをして

消します。当日来館されている方のご協力をお願い
します。 

サイエンスショー 14 日（月） 申込み 
みんなの体にいつも大きな力がかかっているってほんと？ 
磁石のN極同士を近づけると反発し合うってほんと？…他 

時間：10:00～11:00  対象：小学生  定員：60 名 
申込み：11/7（月）までに児童館へ来館、または電話で

申込みください。（定員になり次第〆切） 

子育て支援クラブバンビ主催 絵本で食育あそび 17 日（木） 申込み 
絵本をテーマに、親子と一緒に「たべるたいせつ」を楽しもう！（おやつ＆プレゼントもあるよ！） 

時間：10:30～  対象：乳幼児親子  定員：10 組程度  講師：みやぎ生活協同組合 曽田 洋子 氏 
申込み：11/12（土）までに児童館へ来館、もしくはお電話で申込みください。（定員になり次第〆切） 

ぷら～っとほーむ 毎日開催！ 
●平日…17:00～18:00 ●土曜日…16:00～17:00 

上記の時間は、中高生に優先的に遊戯室を開放しています。 


