
 

7 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、9:00～16:30 まで 
遊べます。（お昼はお家で食べてね。） 
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31 カレンダーに★が付いている日は、児童館で水遊びができます！ 

詳しくは裏面の「水遊びをしよう！」をお読みください！ 

 ☆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 

6/7 わいわいタイム 

お母さんと一緒に体操をした

り、ふれあい遊びをしたりして

楽しい時間を過ごしました♪ 

5/20 まちたんけん 

鹿野地区を子育て支援クラ
ブバンビさんと一緒に探検
しました！ 

2017年 6月 20日発行 
7 月号 

5/29 かめのこ工房 

カプラという木の板を使って様々

な作品を作ったり、縦に何本積める

かにチャレンジしたりしたよ♪ 

http://www/


7 月のイベント案内 申込制 

子育て支援クラブバンビと 

幼児クラブピョコ・ノコ共催  

「七夕会」 6 日（木） 

乳幼児イベント 

「水遊びをしよう！」 自由参加 

児童館の幼児用プールを使って 

水遊びを楽しもう！ 

日時：5 日（水）、7 日（金）、11 日（火）、13 日（木） 

    いずれも 11:00～12:00 

対象：乳幼児親子  持ち物：着替え、帽子、タオル 

※プールの中に入るのではなく、水遊びとなります。 

雨天や気温の低い日は遊べませんのでご了承ください。 

夏祭り（鹿野地区体育振興会主催） 29 日（土） 
時間：16:00～20:30  場所：鹿野小学校校庭 
※小雨決行、雨天時 30 日（日）へ順延 
今年も、4・5・6 年生の「たのしクラブ」の子ども達が 
お店を出します。今年は「しゃてき・くじびき」！ 
様々な景品を用意しているので、ぜひ遊びに来てね！ 

〇「たのしクラブ」準備のスケジュール 

7/1（土）、15（土）、22（土） いずれも 13:30～ 

※準備の進み具合でスケジュールが変わることもあります。

その時はお知らせします。 

わいわいタイム 5 日（水） 自由参加 
時間：11:00～   対象：乳幼児親子 

内容：海をテーマにリズム遊びや、親子で一緒にふれあい 

遊びをします♪ 

また、当日は児童館で水遊びができますよ！詳しくは 

上記の水遊びのお知らせを見てくださいね！ 

かめのこ工房 8 日（土）、24 日（月） 
8 日（土）…「ミニ四駆で遊ぼう！」 自由参加 

時間：14:00～  対象：小学生 

内容：大きなコースでミニ四駆を走らせよう！手ぶらでの 

参加も OK！自分のミニ四駆を持っている人は持って

きてね！ 
 
24 日（月）…「室内遊び」     自由参加 

時間：10:30～  対象：小学生 

内容：「ひっくり返しゲーム」、「ひっこし鬼ごっこ」 

   「あいつはだれだ！誰なんだ！」 

   というゲームをするよ！みんなで楽しく遊ぼう！ 

お話どんどん 12 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。 

   手遊びや紙芝居・絵本など、0 歳から楽しめます。 

避難訓練 12 日（水） 参加協力お願いします 

時間：11:30～   対象：当日の来館者 

内容：地震発生後に火災も発生したという想定で行います。

水消火器を使用した消火訓練も体験できます。 

お話のポケット 19 日（水） 自由参加 
時間：15:20～   対象：小学生 

内容：職員や地域の方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☆ 

ホッとサロン 14 日（金） 申込制 
時間：11:00～   対象：子育て中の保護者の方 

内容：看護師さんと保育心理士さんをお迎えしてのサロン 

です。心と体の発達についての疑問など、お気軽に 

お話しください。 

定員：5 組（事前にお申込みの方から優先的にご案内 

します。定員に達しない場合は当日申込みも可。） 

かのっこ畑 25、26 日（火、水） 当日申込 
時間：両日ともに 10:00～、13:30～の 2 回 

対象：小学生 

内容：児童館で育てた夏野菜の収穫を行います。 

   汚れてもよい服装できてね！ 

持ち物：帽子・汗拭きタオル 

※収穫状況により、野菜の数に限りがある場合がございます

ので、ご了承ください。 

 
お茶 Berry!サロン 18 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、七夕ビーズアクセサリー 

作りをします。 
おしゃべりしながらゆったりと過ごしませんか。 

ぷら～っとほーむ  毎日開催！ 
●平日…17:00～18:00  ●土曜日…16:00～17:00  左記の時間は、中高生に遊戯室と図書室を開放しています。 

児童館の利用方法 
・児童館は 0 歳から 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 16 時 30 分）  

寄贈：照井 様…体操着  佐藤 様…お花 

   佐々木様…パズル   

＜編集後記＞ 

 気温も少しずつ高くなり、いよいよ夏本番とな

りそうですね。 

7 月からは小学校が夏休みに入り、館内は小学

生で賑やかになりますが、乳幼児親子さんもいつ

でも遊びに来れますのでぜひきてくださいね♪ 

すてきな七夕飾りの工作の後には、おいしいお昼をたべます。 
(炊き込みピラフ、スープ、ゼリーの予定です。) 
みんなで七夕を楽しみましょう！！ 
時間：10:30～   受付：来館順 
参加費：300円(兄弟 1人につき 50円追加、当日集金) 
定員：15 組   申込〆切：7/1（土）※定員になり次第〆切 
○申込時にアレルギーの確認をしますのでお知らせください。 
 
★幼児クラブ「ピョコ・ノコ」に登録されている方は、申込の必要は
ありません。当日欠席される場合は事前にお知らせください。 


