
1１/5（土）児童館まつり 

大盛況！射的やピンボール、

工作、乳幼児コーナー、食べ

物コーナーなど盛りだくさん

でみんな楽しんでいました。 

ありがとうございました！！ 

             

                         

12 月イベントカレンダー   

日 月 火 水 木 金 土 

【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、9:00～4:00 まで

遊べます。(お昼はお家で食べてね。) 

  １ 2 ３ 申込み 
かめのこ工房 
10:30～ 

４ 
 
おやすみ 
 

５ ６ 当日申込み 
ホッとサロン 
11:00～ 

７ 自由参加 
お話どんどん 
11:00～ 

８ ９ １０ 

登録制 申込み 
たのしクラブ 
13:30～ 

イルミネーション 

点灯式 15:45～ 

１１ 
 

おやすみ 

１２  
登録制 申込み 

ピョコ・ノコ 

子育て支援クラブ 

バンビ共催 クリス

マス会 10:30～ 

１３ １４ 自由参加 
わいわいタイム 

11:00～ 

１５ １６ １７ 

かのっこ畑 

10:30～ 

１８ 
 

おやすみ 

１９         ２０ 自由参加 

お茶 Berry! 

サロン 
11:00～ 

２１ 自由参加 
お話のポケット 

15:30～ 

 

２２ ２３ 
天皇誕生日 
おやすみ 

２４ 

２５ 
 
おやすみ 

２６ 申込み 
かめのこ工房 

10:30～ 

鹿野小冬休み（1/9

まで） 

２７ 自由参加 
避難訓練 
11:00～ 

２８ 
大掃除 

２９ 
 

３０      31 

12/29（木）～1/3（火）は、年

末年始の休館日となります。 

、  

 

  

☆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 

12月号 

 

月号 
2016年 11月 21日発行 

11/17(木)  

子育て支援クラブ バンビ主催 

「絵本で食育あそび」 
みやぎ生協の方を講師に迎え、食べること

の大切さを楽しく、たくさん教えていただ

きました。 



12 月のイベント案内 
幼児クラブ ピョコ・ノコ 子育て支援クラブバンビ共催 

クリスマス会 12 日（月） 登録制(ピョコ・ノコ) 申込み 

みんなでクリスマスのパーティーを楽しみましょう！！   

時間：10:30～11:50（受付 10:10～） 

対象：乳幼児親子（17 組程度） 児童館までお申込みください。（12 月 5 日（月）〆切です。） 

※幼児クラブに登録されている方は申し込みの必要はありません。欠席の場合のみお知らせください。 

内容：自分のランチョンマットをつくろう＆クリスマス撮影会  持ち物：お子さん用の飲み物 

参加費：300 円（ケーキ・お菓子が必要なきょうだいが 1 名増える毎に 50 円追加）※当日に集金いたします。 

ホッとサロン 6 日（火） 当日申込み 
看護師、保育心理士とお話してみませんか？ 

時間：11:00～ 

定員：5 組（当日 10:30～来館にて受付） 

※個別相談ではありませんのでご注意ください。 

かめのこ工房 3 日(土)・26 日(月) 
3 日（土）申込み 

「クリスマスオーナメントをつくろう！」 

時間：10:30～ 対象：どなたでも 

定員：15 名（11 月 28 日（月）まで） 

※定員になり次第締め切りとなります。 

26 日（月）申込み 

「鳴りゴマをつくろう！」 

コマが回転すると音が鳴ります。 

どんな音が聞こえるかな？ 

時間：10:30～ 対象：どなたでも 

お話どんどん ７日（水） 自由参加  
時間：11:00～ 対象：乳幼児親子 

内容：のんびり、ゆったりとしたおはなし会です。 

手あそびや紙芝居など、０歳から楽しめます。 

ぜひ来てね！ 

たのしクラブ 10 日(土) 登録制 申込み 
時間：1３:３0～ 対象：登録した 4、5、6 年生   

内容：みんなでフォトフレームを作った後はビンゴ大会で

クリスマスプレゼントをゲットしよう！ 

参加費：100 円（当日に集金します） 

申込み：12 月 2 日（金）まで 

イルミネーション点灯式 10 日(土) 
時間：15:45～ 

対象：どなたでも 

内容：クリスマスイルミネーションの点灯をします。 

ぜひ参加してくださいね☆ 

わいわいタイム １４日（水） 自由参加 
時間：11:00～          

対象：乳幼児親子                   

内容：クリスマスソングで 

音楽あそびを楽しもう♪ 

かのっこ畑 17 日(土) 申込み 
時間：10:30～ 

対象：どなたでも 定員：15 名 

内容：ダイコン・ニンジンを収穫しよう！ 

※汚れてもいい服装で来てください。 

お話のポケット ２１日（水） 自由参加 
時間：1５:３0～ 対象：どなたでも 

内容：絵本、紙芝居、パネルシアターなど、 

みんなの大好きなお話の読み聞かせをします。 

お茶 Berry!サロン ２０日（火） 自由参加 
時間：11:00～ 対象：乳幼児親子 

内容：民生委員児童委員による「クリスマス ミニリース作り」 

です。終了後、お茶を飲みながらおしゃべりしましょう。 

＜新春かくし芸出演者募集！＞ 
かくし芸に出てくださる方を募集します！！ 

手品・歌・ダンスなど、とくいわざがある人は、ぜひ参加

してください。（１組５分程度）お待ちしております♪ 

日時：1 月 21 日（土） 時間：11:00～12:00 
申込み締め切り：12 月 17 日（土） 

直接、児童館まで申込みに来てください。 

避難訓練 27 日（火） 自由参加 
時間：11:00～ 対象：どなたでも 

内容：防災用の DVD を鑑賞します。 

※当日来館されている方は、ぜひ参加の 

ご協力をお願いいたします。 

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。  

バドミントン、卓球、電子ピアノなど、仲間同士でぷら～っと児童館に寄ってすごしませんか☆ 

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。 

・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、高校生は帰るときは受付簿の名前をチェックしてから帰りま

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） 

おもちゃ寄贈：亀倉 様 

照井 様 
佐藤  様 

 

＜編集後記＞ 
児童館まつりには、たくさんのご参加・ご協

力をいただき、ありがとうございました！各

コーナー、とても大人気でした。 

これからまた寒くなってきますので、風邪な

どひかれませんようお気を付けください。 

 

 




